
２０１９年６月２４日（晴れ） 第３週 第２２７４回例会

Song ”それでこそロータリー”

Attendance

会員 ７７名 欠席 １４名 出席率 ７８．４６％

President Time 大竹敬一 会長

皆さん、一年間本当にありがとうございました。本年度

いよいよ最後の例会となりました。今日は理事・役員の皆

さんのご退任挨拶です。私も会長として、退任挨拶の中で、

会員の皆さまへの御礼をさせていただきます。少しだけ反

省とお詫びを申し上げます。今年度は、「50周年事業に全

力を」という思いでスタートしましたが、考えてみれば髙

山実行委員長、東海実行幹事が決まった段階で、50周年の

成功は約束されていたようなものでした。「会長としてもっ

とするべき事があったのでは？」「会員の皆さんはロータリ

ーライフを楽しんでいただいたのだろうか？」疑問が反省

になる今日です。本来なら、ただ感謝申し上げて挨拶を終

えるところですが、最後の例会に細則の改正という重要事

項を残してしまいました。

それでは、細則改正のご審議をいただきます。加藤幹事

に定足数の確認をお願いします。（加藤幹事より定足数会員

の3分の1以上の出席があり、例会が有効に成立している旨

の報告あり）

本例会が細則第5条第3節により有効に成立していること

が確認されました。それでは細則第9条、第10条の改正に

ついて、お諮りします。10日以上前に会員各位には本改正

の原案をお送りしています。委員会と委員会の任務につい

てです。数名の会員から文書にて修正案などをいただいて

おり、その点について加藤幹事よりご説明ください。（加藤

幹事より改正案の修正について説明あり）

本改正案には、委員会を再編することにより、各委員会

が委員長、副委員長以外に何人かの委員によって構成され、

IDMなどがより活性化されるようにという考えが根底にあ

ります。ご意見、ご質問をお伺いします。（臼井会員より「委

員会の活性化に繋がる」との賛成発言あり）ほかに発言が

ないようですので、採決に入ります。賛成の方・・全員

反対の方・・０

ご出席会員全員のご賛成をいただきましたので、細則第

16条により、あまロータリークラブ細則第9条と第10条

Today ７月 １日（第２２７５回）

担当 田中正博 会長

演題 新年度発会

新役員・理事挨拶

Next Week ７月 ８日（第２２７６回）

担当 田中正博 会長

演題 クラブアッセンブリー

新年度事業計画



を、原案通り改正させていただきます。

きわめて異例な最終例会挨拶ですが、会長としての最後

の例会挨拶とさせていただきます。皆さん、繰り返しにな

りますが、一年間、本当にありがとうございました。

Secretary Report 加藤 徹 幹事

１ 第1回定例理事会のご案内

日時 7月1日（月）17:00

場所 扇の間 名鉄ニューグランドホテル ７F

２ 第1回委員長会議

日時 7月1日（月）18:00

場所 扇の間 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。

３ 三木勝也さんが5月31日付で退会されました。

大竹敬一会長から田中正博次期会長へ会長バッジ引き継ぎ

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

大竹敬一 会長

1年間、本当に有り難うございました。

家田安啓 副会長

1年間有り難うございました。

加藤 徹 幹事

皆様1年間有り難うございました。幹事の激務のおか

げで5㎏程痩せて、ステキな体になっている予定でし

たが、全く体重変わりませんでした。

青本道春君

ゴルフ優勝しました。びっくりです。

武藤正俊君

1年間ニコボックス委員の方々、ご苦労様でした。会

員の方々、ご投函有り難うございました。

酒井和雄君

同級生の牧戸さんが瑞宝中綬章を叙勲。大学の松尾総

長を招いて同級会開催。大変楽しい一夜でした。

髙山 敏君

役員そして理事の皆様、大竹敬一年度の1年間お疲れ

様でした。

50周年に対してご協力、有り難うございました。

山田幸治君

来年度は会報から解放されるので、よろしく頼みます。

48年間で3回目の会報からの解放です。

神戸 剛君

本年度もお世話になりました。来年度もよろしくお願

いします。有り難うございました。

黒野晃太郎君

大竹敬一年度、役員・理事の皆様、お疲れ様でした。

創立記念夜間例会、楽しみました。親睦活動の皆様、

有り難う。

山田尊久君

大竹敬一年度、役員・理事、委員長の皆さん、1年間

有り難うございました。

紅谷幸政君

大竹敬一会長はじめ役員・理事の皆様、1年間お疲れ

様でした。

後藤雅光君

1年間大竹敬一会長、長い間ご苦労様でした。

後藤裕一君

大竹敬一会長始め役員・理事・各委員の皆様、1年間

お疲れ様でした。

池﨑晴美君

会場委員会企画歴代会長インタビュー、本日無事18名

の会長紹介が終わりました。本当に楽しくインタビュ

ーさせていただき、感謝しています。有り難うござい

ました。

稲垣秀樹君

役員の皆様、お疲れ様でした。



伊藤英毅君

最終例会です。会長・幹事、その他役員の皆様、有り

難うございました。合掌。

加藤憲治君

大竹敬一年度役員・理事各位、大変お疲れ様でした。

川口信義君

今西君、先日は有り難うございました。

北野庸夫君

夜間友愛例会、芸妓さんも加わり、楽しい例会でした。

髙山SAAの一括！お見事でした。

水野 眞君

1年間有り難うございました。また暫くお世話になり

ます。

大西晃弘君

水谷君、藤田隆志君、先日はご協力いただき有り難う

ございました。

合 計 １００，０００円

役 員 ・ 理 事 退 任 挨 拶

会長 大竹敬一君

「あまロータリー50年、次な

る半世紀に奉仕の心をつなぐ」

をテーマに、1年間会長として

過ごしてきました。1番念頭に

あったのは、50周年記念各行

事の成功でした。50周年につ

いては、高山実行委員長、東海実行幹事、各担当委員長を

お務めいただいた皆様はじめ、実行委員会のご努力により

素晴らしいものとなりました。私は会長として、色々な場

面で出番をいただき、大変幸せでありました。有り難うご

ざいました。今、退任にあたって、もっとするべき事があ

ったのではないか？会員皆さんにご迷惑をかけすぎたので

はないか？自問することが多々あります。この反省は、次

年度以降ロータリーライフの中で引き続き考えていきたい

と思います。家田副会長、加藤徹幹事、谷川クラブ奉仕委

員長はじめ、理事・役員の皆さま、そして会員の皆さまに

は、ただ感謝申し上げます。本当に有り難うございました。

副会長 家田安啓君

50周年の年の副会長とし

て、どの程度お役に立てたも

のかわかりませんが、充実し

た１年を過ごさせていただき、

感謝しています。50周年記念

行事のみならず、すべてのロ

ータリー活動において、会長幹事をはじめとして、当年度

の理事のみならず、会員全員の積極的な関与の重要性を再

認識させていただきました。私としては、会長不在の例会

に備え、心の準備をしてまいりましたが、杞憂に終わった

ことを残念に思うとともに、今では、ほっとした思いです。

ありがとうございました。

会計 東海広光君

今年度は例会が35回と例年

より6～7回少なく、その分出

費を抑えることができました。

奉仕部門では、ほぼ例年通り

の活動ができました。今年新

たに社会奉仕委員会と地域社

会委員会で『家族の命を守るカード』を作成し大治町内に

配布し大きな反響を得ることができ、これはあまロータリ

ークラブの広報活動も含め非常に良かったことだと思いま

す。予算的にも計画内に収まり全体的には少し残るのでは

ないかと思われます。

SAA 髙山 敏君

池﨑会場委員長初め会場委員

会の皆さんによって例会運営

が非常にスマートに進めて頂

きましたのでSAAという大役

を一年間務める事ができまし

た。そしてクラブの皆様のご

協力のおかげで、何事も無くスムーズに一年を終えること

ができました心より感謝申上げ退任の挨拶とさせて頂きま

す。

会長エレクト 田中正博君

会長エレクトとして約1年半、第50代大竹会長のもと研修



させていただきました。遺憾

なくリーダーシップを発揮さ

れ、50周年記念式典、懇親パ

ーテーについても見事にやり

きられました。来賓の方々か

らご高評をいただきました。

大竹会長をはじめ理事、役員の皆様、そして会員の皆様に

心よりご苦労様と申し上げます。

1年を通しての大竹会長のお話の内容の素晴らしさ、決断

の素晴らしさを拝聴させていただきましたが、とても真似

できませんが、色々勉強になりました。

次年度も引き御指導ご鞭撻を切にお願いします。御疲れ様

でございました。

直前会長 山田尊久君

大竹敬一年度、最終例会を

迎え役員・理事、委員長の皆

さん、本当に御苦労さまでし

た。50周年記念行事は、会員

一体となって取組む事が出来

ました。これからのあまロー

タリークラブの活動を考え戦略委員会で委員会の統廃合に

ついて議論をしてきました。クラブフォーラムを開き皆さ

んの御意見をいただき、今日、委員会構成の変更について

承認を頂きました。大竹会長そして加藤幹事のあまロータ

リークラブに対する熱意に心より感謝申し上げます。これ

からも魅力あるクラブになりますよう努力していきたいと

思います。有難うございました。

クラブ奉仕委員長 谷川浩司君

まず、私をクラブ奉仕委員

長に起用していただきました

大竹会長に感謝申し上げます。

クラブ計画書にはいろいろ書

きましたが、私の中での本当

の目標は『無事に一年終わる』、

の一点でしたので目標達成で

あります。しかしながら、私自身は親睦活動のお手伝いを

少々させて頂いた程度で、ほぼ何もすることがなく、他に

お役に立つこともなかったことを深く反省いたしておりま

す。是非、次年度のクラブ奉仕委員長には、本来の13委員

会のとりまとめ役として、あまクラブをより良い方へと力

強く引っ張っていただきます様にお願いしまして、挨拶に

代えさせていただきます。一年ご協力ありがとうございま

した、お世話になりました。

親睦活動委員長 神野恭寿君

大竹敬一会長方針「あまロ

ータリー50年、次なる半世紀

に奉仕の心をつなぐ」に基づ

き、節目の年として、親睦活

動の位置づけを委員会内で今

一度しっかりと考えることが

できた。50周年活動指針の一

つである「楽しくなければ、ロータリーじゃない」の精神

を礎に、全ての会員・ご家族が楽しく記憶に残る一年を過

ごすことが出来るよう、秋の家族会・年末家族会・夜間友

愛例会等、委員会一丸となって活動する事ができた。

私を支えてくれた、板津・清水両副委員長、全ての委員会

メンバーに心から感謝申し上げます。

職業奉仕委員長 大西晃弘君

今年度の職業奉仕委員会で

は1月28日に航空自衛隊小牧

基地の職場訪問を実施いたし

ました。後藤眞さんのお力添

えもあり、通常の見学では見

ることのできない施設や装備

を見学することができました。

また、アテンドしてくださった現役自衛官の方々とお話し

しながらの見学で、職業としてどんな思いで国防や災害救

助の激務に取り組んでいらっしゃるかを理解するきっかけ

になったのではと感じています。私自身はロータリーの奉

仕の中で一番理解の難しい「職業奉仕」について、地区研

修等で勉強させていただけた充実した一年となりました。

ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

社会奉仕委員長 青本道春君

地域社会委員会そして環境保全委員会の皆様全員の努力



で無事に2018年―2019年

度のクラブ計画通りのスケジ

ュールをこなす事が出来まし

た。今季は特に防災に関し、

あまRC独自で考え制作した

「家族の命を守るカード」を、

大治町小学校の体育館で、大治町の3小学校、1中学校全員

に、あまロータリー50代大竹敬一会長より贈呈配付しまし

た。町長をはじめ、教育長や先生又町民からも感謝された

ことはあまロータリーの社会奉仕活動として大変喜ばしい

ことと思いました。引き続き他の市町村に努力し配付する

事を社会奉仕委員会全員願っています。

青少年奉仕委員長 中島英之君

代読 副委員長 黒川元則君

当初の予定通りに助勢、協

賛ができました。それらには

会長・副会長・幹事にも多く

参加していただき、有り難う

ございました。RYLAセミナ

ーにはボーイスカウトより１

名の参加をしていただきました。青少年奉仕月間にはハッ

ピートークアカデミーによる卓話をしていただきました。

１年間何とか終えることができました。有り難うございま

した。

国際奉仕委員長 鈴村與左衛門君

今年度は単独の国際奉仕事

業はなく、姉妹提携クラブの

汐止RCの肝臓の機械にグロー

バル補助金2,000ドルを寄付

しました。会長と私とで贈呈

式に訪問し、大変感謝を受け

ました。

50周年記念では接待委員長を仰せつかり、完璧ではあり

ませんでしたが、1週間接待をさせていただきました。特

に谷川君を始め、各委員の皆様、大変ご苦労様でございま

した。皆様、1年間ご協力いただき、有り難うございまし

た。

ロータリー財団委員長 山田幹夫君

本年は大変沢山の方より財

団へご寄付をいただきました。

心よりお礼申し上げます。

11月のロータリー財団月間

においては、地区財団会計長

の神谷研氏をお招きしました。

テーマは財団寄付金の会計処

理について大変有意義なお話を伺いました。

副幹事 藤田隆志君

今年度副幹事の、藤田隆志

です。準備理事会から約１年

半の間、加藤徹幹事の下、勉

強させて頂きました。50周年

ということで、後半は実行委

員会の陰に隠れがちでした。

しかし、やる気満々には決して見えないのですが、課題を

先送りすることなく、着実に改革を進められました。大変

お忙しい中、委員会統合はじめ、様々な課題をさらっと成

し遂げられましたことを、もちろん、理事・役員、会員の

皆様のご協力あってこそですが、大変感銘をうけておりま

す。次年度は、田中会長のもと、より魅力あるあまクラブ

にむけ、精いっぱい務めたいと思います。

幹事 加藤 徹君

「会員皆様が50周年の年を楽

しめるような雰囲気づくりに

努めてまいりたいと思ってお

りますのでどうかよろしくお

願いいたします。」という目標

でスタートした本年度。のん

びりした性質が災いしたのか、かなりな頻度でやるべきこ

とをため込んでしまい想像していた以上に余裕のない運営

となってしまいました。もちろんそんな余裕のなさで皆さ

んが楽しんでいただけるような雰囲気づくりはできません。

にもかかわらず通常の例会をはじめとする各事業そして何

と言っても数多くのお客様をお招きした50周年の一連の記

念行事を和やかな中にもしっかりと成し遂げていただいた

メンバー皆様にただ感謝するばかりです。また戦略委員会



などを通じて今後のロータリーの在り方をいろいろ考えさ

せていただいた1年でもありました。その中で規定いっぱ

いの例会数削減や委員会統合に関する細則変更提案提出な

どを実現させていただくなどクラブの懐の深さを感じまし

た。これからも様々な立場であまロータリークラブを堪能

させていただきたいと思います。1年間ありがとうござい

ました。

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 7. 4

大竹 敬一 S.28.7.21 （重廣）

加藤 春視 S.32.7.20 木下 睦子 7.26

山本 輝幸 S.32.7.23 北野 宏美 7.12

敬称略 柏子見すえ子 7.30

紅谷恵美子 7.16

山本美智子 7.28

篠田 敦美 7. 8

（耕伸）

山田 葉子 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

酒井和雄会員

同級生の牧戸孝郎さん（元名古屋大学経済学部長）が、

令和元年瑞宝中綬章を叙勲。お祝いの記念にいただいた赤

白ワインです。

八坂神社御寄進の皆様、有り難うございました。

五穀豊穣や長寿延命を祈願する「ちょうちん祭り」が5

月18日夜、西区名西2の八坂神社で開かれました。祭りは

江戸の元禄時代始まったとされ、毎年例大祭の中で行われ

る。「米寿」や「米」にちなみ、880個のちょうちんをつ

るします。

5月19日中日新聞より抜粋


