
２０１８年６月１８日（雨のち晴れ） 第３週 第２２３９回例会

Song ”我等の生業”

Visitor 石川信悟君（一宮RC）

Attendance

会員 ７９名 欠席 １３名 出席率 ８０．８８％

President Time 山田尊久 会長

皆さん、こんにちは。今日の例会が今年度最後の例会と

なりました。今週の土曜日、23日から27日までカナダの

トロントで開かれます国際大会に出席いたします。児玉会

員、神戸会員、藤田国際奉仕委員長、真木副会長夫妻、田

邊幹事、そして私の計7名です。今年度イアン・ライズリ

ーRI会長の「ロータリー：変化をもたらす」のテーマを強

く心に印象づけてこようと思っています。

6月は、ロータリー親睦活動月間です。先週は、あまロ

ータリークラブ創立記念夜間例会が開かれ会員皆さんと楽

しく懇親を深めることが出来ました。後藤袈裟美さん、木

下章吉さんお二人から、あまロータリークラブの創立時か

ら大きく歩んできました動きを直接伺う事が出来ました。

後藤袈裟美さんからは、会員100名を目指してすばらしい

50周年を迎えていただくようエールを頂きました。木下さ

んからは、ロータリーは自分の人生に非常にプラスになっ

たというお話を聞かせて頂きました。そしてあまロータリ

ークラブの合唱部の奥様方のパワーも実際に見て頂きまし

て、歌を歌う事がいかにコミュニケイション、親睦の大き

な力になっている事を感じ取って頂いたと思います。来年

の4月27日の創立50周年記念の式典では、皆様も奥様と

一緒になってコーラスに参加して頂いてあまロータリーク

ラブの素晴らしさを体一杯表現して頂きたいと願っていま

す。

私は、会員同士の親睦を深めることが、あまロータリー

クラブのこれからの奉仕活動を活発にしていくことに繋が

っていくと強く実感いたしました。これがロータリー活動

の魅力だと最近特に感じております。今日は、『親睦こそが

奉仕活動を楽しくさせてくれる』という話をさせて頂きま

した。それではこれで、私の挨拶とします。有難うござい

ました。

Today ７月 ２日（第２２４０回）

担当 大竹敬一 会長

演題 新年度発会

新役員・理事挨拶

Next Week ７月 ９日（第２２４１回）

担当 大竹敬一 会長

演題 クラブアッセンブリー

新年度事業計画

あまRC
テキスト ボックス



Secretary Report 田邊正紀 幹事

１ 次週6月25日（月）は定款による休会です。

２ 第1回定例理事会のご案内

日時 7月2日（月）17:00

場所 TAIKOU 名鉄ニューグランドホテル7F

３ 第1回委員長会議のご案内

日時 7月2日（月）18:00

場所 TAIKOU 名鉄ニューグランドホテル7F

※委員長さん欠席の場合は、必ず副委員長さんにご

依頼下さい。

ニコボックス賞 青本道春君・黒野晃太郎君

ニコボックス委員長賞 児玉憲之君、田中正博君

山田尊久会長から大竹敬一次期会長へ会長バッチ引き継ぎ

加藤春視君へ長女ご結婚祝い贈呈

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

山田尊久 会長

いよいよ今年度最後の例会を迎えることが出来ました。

会員の皆様方のご支援、有り難うございました。

真木伸一 副会長

本日、副会長・SAA退任挨拶です。光陰は矢より速く

1年が終わりました。大任でしたが退任です。「感謝」

田邊正紀 幹事

1年間有り難うございました。

西川広樹君

名鉄不動産前田由幸社長、有り難うございました。

青本道春君

2017－18年度役員・理事、委員長の皆さん、1年間

ご苦労様でした。



篠田正志君

4年に亘り会長職始め、役員を務めさせて頂き、大変

有り難うございました。心より感謝申し上げます。

ニコボックスの皆様、1年間ご苦労様でした。

大竹敬一君

もう最終例会なんですね。山田尊久会長はじめ皆様、

本当にお疲れ様でした。

伊藤正征君

第439回ゴルフ部会例会参加の皆様、お疲れ様でした。

ご多用の中、24名にご参加頂き、取り切り戦は晴天に

恵まれ無事に終了いたしました。次回は大竹敬一年度

9月に荘川遠征、11月忘年会を企画しております。お

時間調整できる方はどしどし参加下さい。

田中正博君

本日は山田尊久年度職業奉仕委員長退任の挨拶をさせ

ていただきます。1年お世話になりました。有り難う。

東海広光君

山田尊久会長、立派に会長職を務められ感動です。本

当にお疲れ様でした。この貴重な体験を次回に活かし

て下さい

山田幸治君

次年度会報委員長の山田広明君に聞いたら、入会3年

目だそうです。私は入会42年で委員長になりました。

山本輝幸君

昨日久々に中学の同窓会に出席しました。楽しく過ご

しました。

横井久雄君

ニコボックス委員の皆様、1年間ご苦労様でした。ま

た有り難うございました。

紅谷幸政君

ニコボックス委員会の皆様、1年間ご苦労様でした。

藤田淳士君

本日早退します。

後藤袈裟美君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

家田安啓君

良く揺れますね。いよいよ大地震かと心配ですね。

稲垣秀樹君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

神田康史君

何も良いことがありません。山田尊久年度の最終日で

す。1年間ご苦労様でした。終わりよければ全て良し･

･･と言うことで。

北野庸夫君

2年ぶりにゴルフをやりました。渡辺君、古川君、西

川君、お世話になりました。100ぴったりで廻れまし

た。

児玉憲之君

今週の土曜日からカナダ・トロントへ国際大会に参加

して来ます。

黒川元則君

本日、役員・理事退任挨拶です。1年間本当に有り難

うございました。

黒野晃太郎君

創立49周年夜間例会、盛況でした。皆様、合唱団に参

加してください。

水野 眞君

1年間有り難うございました。また先が見えてきます。

どうぞよろしく。

水谷安紀君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

大西晃弘君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

合 計 ９８，０００円

役 員 ・ 理 事 退 任 挨 拶

会長 山田尊久君

一年間を通して副会長、会

長を経験して私が感じました

事をお話ししたいと思いま

す。

一番感謝している事はあま

RCとして動くときは、各委

員会の委員長さんが委員会の

枠を超えて私と一緒になってすぐ動いて頂いた事です。特

にモンゴルの中学生に、日本の中学生との交流の場を作っ



てあげることが出来ました。その打ち合わせでの素早い対

応は本当に良き経験になりました。

汐止RCの創立36周年の式典に14名の皆さんと一緒に参

加できました事も大変良い経験となりました。あまロータ

リークラブの歴代会長さんが一年毎に積み重ねてこられた

実績の大切さを、身を持って感じさせていただいたのは、

私の何よりの収穫となりました。

2月26日の例会より突然こうして挨拶をすることになり

ました。例会での会長挨拶を通して、どうしたら自分の思

いを皆さんに伝えられるかを考えながら話をしてきました。

しかし、自分の力量のなさに気がつきました。さらに、自

分を磨き、自分をもっと成長させなくてはとの思いを強く

持つ事が出来ましたのは、少しの間ですが、会長を経験さ

せていただいたおかげだと思います。皆さま方お一人お一

人に感謝を申し上げ私の退任の挨拶とさせていただきます。

本当に有難うございました。

副会長・SAA 真木伸一君

新年度SAAとして例会運

営や各種催しを監督する立場

でスタート致しました。例会

運営は会場さんが頑張ってく

れてスムーズな運営がまずま

ずですが出来たかなと思って

おります。サイレントシンキ

ングタイムで例会スタートしたのが効果的だと思っていま

す。次の50年度につながる良い方法だと思いました。例会

の品位ある運営については今後の課題もあり続けて努力し

ていくテーマだと思います。クラブ内の各種催しについて

は会場さん、親睦の方々の努力でなごやかに楽しく和気あ

いあいの中、滞りなく立派に運営できたのではないかと、

委員会の皆様に感謝致しております。途中で交代となりま

した山田尊久会長には立派な会長職で、是非共もう一度会

長職をフルの一年でやってほしいと願っています。田邊幹

事もいろいろ大変でしたね。一年間ご苦労様でした。次年

度50周年、大竹敬一年度が輝かしい記念の年度となる様、

心より切に願っております。会員皆様の一年間の協力とご

厚意に厚く感謝して退任の挨拶と致します。

会計 栗木和夫君

皆様のご協力を得まして、

大過なく役目を終える事が出

来ました。有難うございまし

た。

会長エレクト 大竹敬一君

準備期間を含め1年強を副

会長として、半年近くは会長

代行・会長として、49年度

をまとめていただいた山田尊

久会長に、心から敬意を表し、

同時に感謝をしたいと思いま

す。理事会メンバーとしてご

一緒して、本当に勉強させていただきました。私自身は、

理事就任時に「年度の重要方針である会員増強に尽力しま

す」と申しながら、ほとんどお役に立たなかったことを、

深く反省しております。

田邊幹事はじめ、各理事の皆さんのご努力と、個々の事業

のご成功を喜び、次年度へつなぐことをお約束して、反省

の退任挨拶といたします。皆さん、お疲れ様でした。

直前会長 篠田正志君

直前会長として経験を生か

し、微力ではありますが協力

をと、ご挨拶申し上げてから

速いもので一年経ってしまい

ました。どこまで貢献できた

か分かりませんが、山田尊久

会長には想定外の職責を全う

され、頭の下がる思いがします。そして、役員・理事の皆

様大変お疲れさまでした。

クラブ奉仕委員長 黒川元則君

本年度クラブ奉仕委員長を務めさせて頂きました、黒川

で御座います。クラブ奉仕委員長としてクラブ計画書にも

上げさせて頂きましたが、13委員会の活動・運営が円滑・



円満に行くよう、連絡・調整

を密にと言う所では、反省す

る点も多大にあったかと思い

ます。しかし、各委員長さん

方が今年度の方針に基づき、

使命を一生懸命全うして頂い

たお陰で、ここまで来られた

と思っております。また、会員の皆様の心温まるご協力、

ご指導にも大変感謝申し上げます。2017-18年度はRC人

生道場の中で様々な事もありましたが、会長・幹事を始め、

理事の方々と接する機会も多く、大変勉強になりした。一

年間本当に有難うございました。

親睦活動副委員長 加藤 徹君

代読 田邊正紀君

「自己を研鑽し ロータリーの仲間を増やそう」という方

針に従い、担当させていただいた親睦活動委員会。親睦活

動がクラブ内で行われ、活性化し、強い心のきずなで結ば

れる推進役を果たすのが役割と認識し会員相互の親睦を深

めるよう努めたところ、委員会メンバー皆さんに助けてい

ただき無事役割を全うできました。親睦活動委員会合唱隊、

秋のお月見、年末家族会におけるお祭り屋台、ビーチラン

ドでの地引網とバーベキューなどの企画に、笑顔でご参加

いただいたメンバー皆様とご家族のおかげと感謝でいっぱ

いです。１年間ありがとうございました。

職業奉仕委員長 田中正博君

今年度職業奉仕委員長を河

村昭利副委員長と共に務めさ

せていただきました、田中で

ございます。職業奉仕委員会

の活動といたしましては2回

の例会の出番を頂きました。

まず2017年の9月5日の例

会時間を頂きまして、臼井さん、家田さん、田邊さんの3

人の名弁護士先生にご協力をいただき、登壇してもらい、

職業紹介とパネルディスカッションをしていただきまして、

皆さんに好評をいただきました。先ず仕事の内容をお話い

ただきましたが、3者3様の弁護士の職業奉仕の内容を端的

に説明して頂きました。その内容は2017年の9月5日のウ

イクリーに詳しく掲載されています。ご覧になってくださ

い。自己紹介をしていただいた後に、裁判員裁判について

賛否両論を語っていただきました。家田先生は裁判員裁判

は反対と言う事です。一般人には責任が重すぎる。特に重

刑までも決めさせるのは、明らかに行き過ぎである。他人

を死刑にしたり懲役にしたりすることが出来ますか。いや

じゃないですか。臼井先生は賛成でした。最初は反対でし

たが、実際に経験してみますと、刑事事件がわかりやすく

なってきて良いと思うようになりました。裁判員の経験を

通じて国民に、日常生活で生じている犯罪の意味を理解し

て貰うことができると思います。田邊先生は反対です。裁

判は多数決で行なわれるべきではない。続いて「チカン」

に間違われた場合、世間では「走って逃げろ」とよく言わ

れていますが、

臼井先生、やはり生々堂々と「やってません」といって、

沈黙を保つべきでしょうね。家田先生、チカンをやってな

いなら、逃げるがよい。誰かにかくまってもらうと、その

人も罪になります。（犯人隠避）の可能性がありますから、

一人で逃げましょう。犯人には逃げる権利がありますから。

田邊先生、線路を走って逃げることはどうだろう。（民事・

刑事）どちらでも東京ではチカンは逮捕されない？3方の

考え方が違っていてびっくりしました。

その次に良い弁護士の見つけ方について討論して頂きま

した。臼井先生「何をもって「良い弁護士」と言うか難し

いですが、依頼する側の意向に従って動いてくれることを

重視するなら、経験10年ぐらいの若手弁護士がよろしいの

ではないでしょうか」。家田先生「世間話や時事問題がまと

もに出来ない人、話がかみ合わない人は止めたほうがよい

ですね」。臼井先生「確かに、家田先生のご指摘は、最もで

すね。正しい話を聞き取ってもらえないと困りますから。

あと、弁護士自身が、難しい法律用語を並べて説明するの

も、良い弁護士とはいいにくいですね」。田邊弁護士、初回

相談料無料とうたっている弁護士はいい弁護士か。人数の

多い事務所はどうか。ベテラン弁護士に依頼に行ったら、

若い弁護士が担当すると言われたらどうか。別の弁護士に

セカンドオピニオンを聞くことは失礼か。と言うように、

色々良い弁護士の選び方がありますが、まずは依頼する側

の意向に従って動いてもらわないと問題が解決しないと思

います。

このようにあまRCの誇る3人の弁護士さんの職業奉仕と



して語っていただきました。本当に有難うございました。

もう一つは2018年3月5日の職場例会としてクラブ計画

書に掲げました企業の事業所や施設の見学としまして、今

回は刈谷市にあります、あいち産業科学技術総合センター

の見学をさせて頂きました。あいにくの雨という足元が悪

い天候ではありましたが、40名以上の会員の皆様が参加し

て頂きました。あいち産業科学技術総合センターは化学材

料室、金属材料室、環境材料室、自動車・機械技術室、総

合技術支援・人材育成室があり主な業務として①技術相談

・指導、②依頼試験、③研究開発、④技術情報の提供、人

材育成などを行い、中小企業の皆さんを支える技術パート

ナーです。産業技術センター到着して昼食をいただき、児

島センター長の歓迎のご挨拶をいただき、宮嵜人材育成室

長から技術総合センターの業務内容の紹介をしていただき、

所内の見学を4班に分かれて約1時間余り質問しながら熱心

に見学いたしました。設備は中小企業では到底導入できな

い高価な機械、計器が沢山あり、公共の設備ですから、私

たち中小企業も大いに利用して先端技術の開発、新商品の

開発の一助に活用しなければと感じました。

終わりに、ロータリーの職業奉仕の定義は「職業を通し

て社会のニーズをほぼ完全な形で充たせるように努力を重

ねること、自己の職業の品位と道徳水準を高め、社会から

尊敬される存在になること」このような仕事の仕方ををロ

ータリーでは職業奉仕と呼んでいます。皆さんが真のロー

タリアンであるか否かは、皆さん自身とその職場が社会の

模範となるように努力することを自己の責務と考えている

か否かにかかっているのです。以上1年職業奉仕の勉強を

させて頂きして有難うございました。

社会奉仕委員長 中西 巧君

代読 田邊正紀君

本年度、社会奉仕委員長を努めさせて頂きました中西で

す。本年度の社会奉仕委員会では『尾張西部生態系ネット

ワーク協議会』に加盟させて頂きました。協議会の目的は、

尾張西部地区において生態系ネットワークの形成を推進し、

当該地区活動する多様な団体の取組みを有機的につなげ協

働する仕組みを構築する事により、将来にわたって生物多

様性の確保に寄与する事です。加盟に際しては加藤徹副幹

事に御協力頂き感謝しております。

2018年に入ってからは本業の新規事業に追われ理事会、

例会もご無礼させて頂く事が多くなり、申し訳ありません

でした。お詫び申し上げて退任の挨拶とさせて頂きます。

青少年奉仕委員長 板津和博君

代読 田邊正紀君

青少年奉仕委員長として、また理事として、一年間学ぶ

気持ちで一年間頑張りたいと目標をたてました。青少年奉

仕委員会のロータリーとして重要なプログラムにインター

アクト、ローターアクト、RYLA、青少年交換の四つのプ

ログラムがあり、その中であまRCとして参加しているRY

LAに参加する事が出来て、今年のテーマ「ロータリーの寛

容とリーダーシップ」について高校生の発表を開き、関心

すると共に非常に勉強になりました。一年を通じ、青少年

奉仕委員会及び理事としても、大変多くの事を学ばせて頂

き、ご指導をいただいた皆様には感謝するとともに、お礼

申し上げ、退任の挨拶とさせて頂きます。

国際奉仕委員長 藤田隆志君

今年度国際奉仕委員長の、

藤田隆志です。振り返ると大

変長かったです。活動準備は

今から約2年前の2016年10

月、東京のブータン王国名誉

総領事訪問より開始いたしま

した。支援内容決定までは本

当に紆余曲折がございましたが、昨年の３月には地区へ補

助金申請を行い、４月には鈴村副委員長のご支援のもとブ

ータン王国への下見訪問を行いました。８月に補助金が満

額おりた後、9月には22名の皆様と現地訪問し、恵まれな

い子供達に絞って、運動靴や教材等の支援を行うことがで

きました。10月には、汐止RCの皆様が、17名来日されて

の夜間歓迎例会。11月には補助金事業について、地区への

事業報告書を提出し、無事承認されました。12月には、青

少年奉仕委員会との共同事業として、フレーRCの青少年6

名のショートステイ受入を行いました。今年に入り５月に

汐止RCの36周年式典へ14名の皆様と行って参りました。

最後に今週末から、カナダ・トロントでの国際大会に総勢

７名で参加致します。前年５回海外へ行かれた中西前委員

長程ではありませんが、多数の行事を経験させて頂きまし

た。またその過程では、多くの先輩方の貴重なご助言、ご



支援を賜りました。入会３年目の若輩者ではありますが、

何とか、業務遂行できましたのも、一重に皆さま方のお陰

でございます。一緒に参加頂いた皆様、一緒に準備して頂

いた皆様、いろいろと教えて頂いた皆様、助けて頂いた皆

様、忘れることが出来ない日々でした。厚く御礼申し上げ

ます。委員会のIDMを１度も実施しなかった点等、反省点

は多々ございます。次年度以降、この経験と反省を生かし、

皆様方のお声に耳を傾けながら、そして、楽しんで活動し

て参りたいと思います。１年間本当に有難うございました。

ロータリー財団委員会

代読 田邊正紀君

皆さまは、ロータリー財団への寄付を行う際にどうやっ

て申し出て、どこにいくら振り込んだらよいかご存知でし

ょうか。ロータリーレートは毎月変わりますので、振込金

額も変動します。このようなわずらわしさを解消し、寄付

をしやすくするために、本年度は、口頭で寄付をご了解い

ただいた皆様に、請求書を発行させていただくという方法

を試させていただきました。この方法は、思いのほかうま

くいき、皆様の快いご協力のおかげで、ポールハリスフェ

ロー16名、ベネファクター1名という成果を上げることが

できました。ご協力いただきました皆様、誠にありがとう

ございました。

副幹事 加藤 徹君

代読 田邊正紀君

理事会や例会運営などこれまで、何となく簡単にできそ

うだと思っていたぎてきたあらゆる事が多くの皆さんのか

げながらの綿密な準備と大いなる努力の結果で生まれてい

るという事をあらためて学んだ1年でした。49年度の理事

としてはなかなか会の役に立てるような意見をすることや

動きが出来ませんでしたが、来るべく50年度では今年度学

ばせていただいたことをしっかりと生かして会のために頑

張ってまいりたいと思います。

幹事 田邊正紀君

思い起こせば、私が初めて会長から幹事のお話をいただ

いたのは、「別の人に幹事を断られちゃったんだけど、田邊

君やってもらえないか」といわれたのが始まりでした。「ぜ

ひ田邊君にと思っていたの

で」といわないところが、正

直で素晴らしいと思い、気持

ちよく引き受けることとしま

した。

私は、前任幹事の「気配り

と根回しが重要」という考え

方とは異なり、「いくら準備しても間違いは起こるものだし、

最後はその場で何とかなる」という考え方ですので、準備

理事会の頃は先輩方によく叱られました。そのような性格

が裏目に出たのが、「卓話者が来ない」というハプニングで

したが、「幹事はこういう時のために卓話を一つ用意してお

かなければいけない」といわれていましたので、「最後は何

とかする」ために一つネタを用意していましたので、何と

か難を逃れることができました。

今年度一番思い出に残っている事業は、やはりモンゴル

の中高生をホームステイとして受け入れた事業です。理事

会の後に緊急の会合を開いたり、一度決めた役割分担を徹

底できずどんどんと仕事が増えて行ったり、いろいろ人の

いろいろな方向に向いた思いを一つにまとめて、一つの事

業にまとめていくことは大変でしたが、この事業をやって

みて初めて本当の意味でロータリーの力というものを感じ

ました。ご協力いただいた皆様本当にありがとうございま

した。

今年度、唯一私の想定を超えていた事態は、途中で会長

が交代したことですが、皆様のご協力により何とか乗り切

らせていただき、とても良い経験をさせていただいたと思

っています。これから幹事をやる皆さんへのメッセージと

して、「幹事をやるとロータリーの居心地がよくなりますよ」

ということを言いたいです。何となくロータリーの中で居

心地が悪いと思っている人は、ぜひ幹事をやってみるとよ

いと思います。



親睦活動委員会

７月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

青本 道春 S.23.7.3 前田 純子 S.12.7.4

大竹 敬一 S.28.7.21 （重廣）

加藤 春視 S.32.7.20 木下 睦子 S.12.7.26

山本 輝幸 S.32.7.23 北野 宏美 S.19.7.12

敬称略 柏子見すえ子 S.20.7.30

紅谷恵美子 S.25.7.16

山本美智子 S.32.7.28

篠田 敦美 S.40.7.8

（耕伸）

山田 葉子 S.41.7.30

（広明）

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

趣 味 の 会 報 告

「第23回全日本ロータリークラブ親睦合唱祭に参加」

山田尊久君

日 時 平成30年6月2日（土） 開演 12：00

場 所 福井県立音楽堂 ハーモニーホールふくい

懇親会 福井フェニックス・プラザ

主 催 福井南ロータリークラブ

6月2日（土）名鉄グランドホテル11階に8：15に集合

し、名鉄観光バスのお世話で素晴らしい天気に恵まれ福井

の会場に向け出発しました。

北野庸夫君撮影 ハーモニーホールふくい

会場には、全国から30チーム500名程のロータリアン

が参加されていました。会場に到着するや否や、すぐ舞台

での場立ちを確認し、リハーサル室で10分ほど練習をし、

お昼の弁当を流れるように済ませ、本番を迎えました。

各チームの誘導にはプラカードを持ってインターアクトの

高校生がお世話をしてくれました。素晴らしい対応に未来

のロータリアンを想像してしまいました。

17番目がコールスイーツです。広くまぶしいほどの照明

の舞台の中心で全神経を集中して懸命に歌いました。この

瞬間の為に一年間練習をしてきました。歌い終わって嬉し

さがこみ上げてきました。みんなの顔も満足そうです。ホ

ールから見える広々とした池、こんもりとした樹木の重な

りと芝生の緑を眺めながらほっとした気分を一人味わって

いました。また一つ私の中に素晴らしい思い出が出来まし

た。

木下章吉君撮影

合唱の発表が終わり夜の懇親会場へ移り、全国各地から

集まったチームが一堂に会し友情の輪をさらに深めました。


