
２０１９年７月 １日（雨） 第１週 第２２７５回例会

Song ”君が代・奉仕の理想”

Guest 米山奨学生 馮 軒昂君

Attendance

会員 ７５名 欠席 ６名 出席率 ９１．１８％

President Time 田中正博 会長

皆さん、今日は。先ず持って、大竹敬一会長、加藤徹幹

事、家田副会長、1年間大変御疲れ様でございました。も

う少し続けたいなあ、と思っておられるのではないですか。

創立50周年という特別の周年を大竹敬一会長のリーダーシ

ップのもと、理事・役員の皆様のご努力、会員の皆様のご

協力によりまして、大成功に収められました。1年の労を

皆様といっしょに、拍手でねぎらいたいと思います。本当

に御疲れ様でございました。

さて申し遅れましたが、本年度2019－20年度、あまR

Cの第51代会長を仰せつかりました、田中正博でございま

す。身に余る光栄に存じます。どうか1年間、お手柔らか

に、お引き立てをよろしくお願いします。

あまRCの諸先輩の皆様が、50年という長きにわたりつ

ないでこられました、奉仕の心を次の半世紀に向って、あ

まRCの公共イメージを向上させ、クラブの会員と地域社会

の皆様がつながり、成長していける1年にしたいと決意新

たにしています。どうかご指導、ご協力をよろしくお願い

します。

今年度のRI会長マーク・ダニエル・マローニー会長氏の

テーマ「Ｒotary connects the world」「ロータリー

は世界をつなぐ」を掲げられました。米国アラバマ州のご

出身、奥様もロータリアンだそうです。ロータリの礎は「つ

ながり」、若い弁護士としてシカゴにやって来たポール・ハ

リスがロータリーを創設した最大の理由は、見知らぬ街で

ほかの人たちと「つながる」事が目的でした。それから1

世紀以上経った今、私たちの周りには、ポール・ハリスの

時代には想像も出来なかった友情とネットワークを築くた

めの方法が数多く存在するようになりました。「私たちロー

タリアンは世界中で、地域社会で、自分自身の中で、手を

取り合って、行動する世界を目指しています。世界の人々

がつながりがより大きくなれば、地域社会へより大きなイ

ンパクトをもたらします。そのために既成概念を抜け出す

Today 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

Next Week ７月２２日（第２２７７回）

担当 大西晃弘 プログラム委員長

演題 卓話「働き方改革について」

津島労働基準監督署

署長 山口 英俊氏



多様性と柔軟性で適応力を高めていく。」と強調されていま

す。また2760地区伊藤靖祐ガバナは地区方針として、「グ

ローバルに考え、地域社会とつながり、ロータリーを成長

させよう」と掲げられました。「ロータリの5つの中核的価

値観（奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップ）を

ベースに、さらに踏み込んだ知的多様性と革新的柔軟性を

取り入れる」と強調されています。企業においても、社会

の変化に多様性と柔軟性で対応して適応力を身に着ければ、

あらゆるビジネスで最も価値ある企業の一つになれます。

例としてアメリカのアップル社とコダック社の違いをお話

されています。組織の持続的可能において、多様性と柔軟

性は大きな因子であることは色々なビジネスの世界でも明

白であります。「私たちは、お互いの違いを超え、深く意義

あるかたちでつなぎ、つながりを地域に発展させ、職業上

のネットワークを広げ、ロータリーイメージの向上ととも

に、クラブの在り方をデザインして、ロータリークラブを

成長させていくことが重要である」と伊藤ガバナは述べら

れています。そして、あまRCの今年度の活動方針は、RI会

長、2760地区伊藤ガバナーのテーマをしっかり理解して、

あまRCの50年の歴史と伝統に敬意を表し、原点を見つめ

直し、大竹初代会長の大切にされていたお言葉「天は人の

上に人を造らず、人の下に人を造らず」会員皆平等の立場

で楽しんでつながり、色々な集いに参加しましょう。とよ

くお聞きしました。初代会長の素晴らしい教えを胸に、私

はあまＲＣの次なる半世紀への一歩として、公共イメージ

向上を目指し、新会員入会促進のためにも、知的多様性と

革新的柔軟性を取り入れて、地域社会とつながり、伊藤ガ

バナーが言われたように、クラブの新たな在り方をデザイ

ンしていこうと考えます。私も仕事柄パッケージはデザイ

ンという表現をしょっちゅう使います。ロータリーでのデ

ザインも大変気に入っています。

改めまして、今年度のあまRCのテーマは「あまロータリ

ー次の半世紀へ、クラブと地域社会をつなぎ、ロータリの

成長を楽しもう」「参加しよう、語り合おう、研鑽を積もう、

楽しもう」であります。あまRCの成長を、会員みなさんと

共に、楽しみにしようではありませんか。私もすでに、大

竹敬一年度から、何事にも参加する事が、つながりのチャ

ンスの第一歩と思い、趣味の会、コーラス、ゴルフ、カラ

オケの会など参加させていただき、楽しんでいます。また、

国際奉仕についても、国際大会、汐止RCの周年式典など積

極的に参加させていただき、色々な国の方々とつながりを

感じています。今年度は地区の補助金事業として、ベトナ

ム北部の少数民族の幼稚園、小学校の校舎建設に、津島RC

との共同事業として行う事が決まっています。会員の皆様

の多数の参加をお願いします。

最後になりましたが、私も健康に気をつけ、完走できる

よう頑張ります。どうかロータリーの友情でご指導くださ

いますよう、よろしくお願いしまして挨拶にさせていただ

きます。有難うございました。

Secretary Report 藤田隆志 幹事

１ 次回7月8日（月）例会はクラブアッセンブリーです。

各委員長さんは本年度事業内容を2分程度で発表をお

願いします。ご都合の悪い方は必ず副委員長さんにご

依頼下さい。

２ 上半期会費等を請求させていただきますので、よろし

くお願いします。

３ 宮下忠克さん、吉田 勤さんが6月30日付けで退会さ

れました。

前会長・幹事に記念バッジ贈呈

米山奨学生 馮 軒昂君に奨学金贈呈



乾杯の発声は前田重廣君

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

田中正博 会長

2019－20年度の新年度の例会でございます。会員の

どなた様にも1年間お世話になります。ご指導よろし

くお願いします。

理事・役員の皆様、就任挨拶よろしくお願いします。

そして1年間お世話になります。

本日第1回の定例理事会、また委員長会議が行われま

す。各委員長様、よろしくお願いします。

鈴村與左衛門 副会長

本日は新年度初例会、1年間よろしくお願いします。

藤田隆志 幹事

本日より田中年度が始まります。1年間よろしくお願

いします。

前田重廣君

田中丸の出港を祝して。

ニコボックス委員さん、よろしく。

大竹敬一君

いよいよ田中年度の始まりです。素晴らしい年度にな

ると思います。

古川 宏君

田中年度のスタート、中庸のスタイルで！！

山田幸治君

50周年の大竹敬一年度も終わり、いよいよ51周年の

田中年度の始まりです。

家田安啓君

今年度、ニコボックス委員長です。1年間よろしくお

願いします。

神戸 剛君

新クラブ会報委員長です。1年間よろしくお願いしま

す。

山田尊久君

田中年度。いよいよスタートですね。素晴らしい年度

となりますように。

浅野多喜男君

皆さんにお会いできて嬉しいです。

後藤裕一君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

今西邦弘君

新たな年度を祝して。

伊藤英毅君

田中会長、本年度よろしくお願いします。

加藤文彦君

本日より親睦活動副委員長となりました加藤文彦です。

今月7月27日（土）夜間友愛例会、長良川花火大会、

よろしくお願いします。

加藤 徹君

本年度も楽しくロータリーしたいと思います。皆さん、

よろしくお願いします。

川口信義君

いよいよ田中丸の出航ですね。会長、役員の皆様、1

年間頑張って下さい。

北野庸夫君

田中会長、いよいよ始まりましたね！頑張って下さい。

児玉憲之君

田中年度、初例会出発おめでとうございます。1年間

よろしくお願いいたします。

黒野晃太郎君

田中年度スタート。役員・理事の皆様、頑張って下さ

い。

水野 眞君

今年度、またよろしくお願いします。

小倉廣三君

梅雨の季節ですが、皆さん元気に頑張りましょう。



中澤浩一君

今日も健康です。感謝します。

篠田正志君

田中正博年度のスタートをお祝いして。1年間よろし

くお願いします。

田邊正紀君

加徹君、大西君、ボトル入れ替えました。

谷口充子君

田中年度、おめでとうございます。申し訳ないのです

が、仕事の関係で早退させて頂きます。

ゴルフ部より

田中年度ゴルフ部会、会長栗木、幹事家田、幹事補佐

伊藤正征にてスタートします。田中会長、賞の方よろ

しくお願いします。

本日出席の皆様より

新年度発会として

7月お誕生日お迎えの方々より

合 計 １６８，２５０円

新 役 員 ・ 理 事 挨 拶

会長 田中正博君

先ほど会長挨拶で申し上げま

したが、大竹敬一会長をはじめ、

理事・役員の皆様、あまRCの5

0周年の式典を大成功に収められ

ました。皆様の御努力に敬意を

表したく思います。御疲れ様で

ございました。さて、田中年度は今日始まりました。活動

の基本はRI会長、地区ガバナーのテーマを理解して、あま

RCの活動方針に落とし込み、会員全員がつながり、そのつ

ながりが地域社会に良いイメージを与えられるよう頑張り

たく思います。皆様のご指導、ご協力をよろしくお願い申

し上げます。

副会長 鈴村與左衛門君

会長方針に基づき、会長・幹

事を補佐し、例会運営が円滑に

出来るように協力します。ビジ

ター・ゲストを丁重に紹介し、

あまRCの例会を楽しんでいって

頂くよう努力します。1年間よ

ろしくお願いします。

会計 山田幹夫君

今年度のあまRCの財政状況は

厳しくなりそうである。支出を

抑えるところは厳しくするが、

必要な所には支出を惜しまない。

会長の方針に基づいてメリハリ

のついた運営に徹したい。

SAA 河瀬文一君

SAAに指名されました河瀬で

ございます。あまRCに入会いた

しまして、17年がたちまして、

会員の皆様と会話させて頂き、

素晴らしい方ばかりで大変俺し

く思っております。今年1年、S

AAを担当させていただき、一生懸命頑張りますので、会

員の皆様にはよろしくご協力をお願い申し上げます。

会長エレクト 山田尊久君

51代田中会長のもとで、会長

エレクトとして役員を務めさせ

ていただく事になりました山田

です。大竹敬一年度では直前会

長として50周年記念事業の総務

を担当し、あまロータリークラ

ブの歴史に触れる素晴らしい機会を得ました。田中年度で

は50年の歩みをさらに魅力のあるクラブに成長できますよ

う田中会長をしっかりと支えていきたいと思います。そし

て皆様方一人一人にとりましても充実したロータリー活動

となりますよう努力していきたいと考えています。どうか

会員の皆様方のより一層の御指導をよろしくお願いいたし



ます。

直前会長 大竹敬一君

「参加しよう、語り合おう、研

鑽を積もう、楽しもう」の掛け

声とともに、次なる半世紀へ向

けて田中年度がいよいよ始まり

ました。田中会長は、会長就任

年以外すべての面で、私にとっ

ては尊敬する先輩です。満を持しての登板ですし、ユニー

クな鈴村副会長、活力あふれる藤田幹事とのトリオで、素

晴らしい年度になると期待感が高まります。私も、田中会

長から色々学ばせていただく事が楽しみです。会長の足を

引っ張ることだけはないように心しますので、どうかよろ

しくお願いいたします。

副幹事 池﨑晴美君

昨年は会場委員会で、歴代会

長インタビューをいたしました。

私にとっても50年の歴史の一部

ではありますが直接お話をお聞

きすることができた、貴重な体

験をさせていただきました。あ

りがとうございます。

今年度は、副幹事長として、一年間勉強してまいります。

あまロータリーの数少ない女性会員だからこそ、気づく事

や、感じることも、なにかのお役に立てたらと思っており

ます。どうぞよろしくお願いします。

クラブ奉仕委員長 臼井幹裕君

本年度クラブ奉仕委員長を務め

させていただきます。「参加しよ

う、語り合おう、研鑽を積もう、

楽しもう」という４つのキーワー

ドをもとに、クラブの運営につい

てクラブ計画書に記載しました。

ご一読をお願いします。

さて、先回、クラブの定款変更が承認され、次年度は13

３委員会が統合されて８委員会となることが予定されてい

ます。本年度は、このような委員会の統合を見据えながら

も、各委員会の多様性を尊重しつつクラブ運営を進めて参

ります。何分にも微力でありますので、会員の皆様、とり

わけ１３委員会の委員長の

皆様のご理解とご協力をどうかよろしくお願い申し上げま

す。

親睦活動委員長 板津和博君

今年度、親睦活動委員長を仰

せつかりました板津でございま

す。会長方針に基づいて会員同

士の親睦を深めると共に、日頃

支えて下さる奥様・ご家族様、

それぞれに楽しんで頂けるよう

に、今年度は数多くの企画を用意させて頂きたいと思いま

す。また、あまRCを支えて下さっている方々にも活躍して

頂き、あまRCの「つながり」を感じる親睦活動にしていき

たいと思います。

昨年親睦活動副委員長として、1年間学んだ事を生かし

今年度皆様に楽しんで頂ける様頑張ってまいりますが、ま

だ2回目の親睦活動委員ですので、皆様方の温かいご指導

ご支援頂けますよう宜しくお願い致します。

職業奉仕委員長 栗木和夫君

会員企業の職業紹介をしたく

思います。本年度、あまRCのホ

ームページ改定が行われますの

で、作成時に会員会社のHPとリ

ンクできるよう業者にお願いし

ます。

社会奉仕委員長 竹田竜一郎君

今年度の会長方針にもありま

すように、ロータリークラブの

重要テーマの一つである「奉仕」

は、まずは地域社会に根付いて

行わなければならない。安全、

安心な街づくりの為、地域の自

然環境をより良く整え、地域住民の防災の意識を強化し、

障害者への支援も積極的に行っていく。上記を踏まえ、環

境保全委員会と地域社会委員会と共に、具体的な活動を実



施する。

１．高齢者や障がい者への支援を積極的に行う。

２．かしの木会、ホタルの会などのボランティア活動に積

極的に参加する。

３．地域防災啓発を積極的にしている団体への支援を行う。

４．地域防災の啓発、協力を積極的に行う。(家族の命を守

るカードを普及させる。

青少年奉仕委員長 黒川元則君

今年度、青少年奉仕委員長を

仰せつかりました黒川です。会

長方針に基づき、青少年活動に

出来るだけ参加し、地域とも繋

がり、次の半世紀へ健全な青少

年育成に貢献していきたいと思

います。また理事として田中年度を楽しみながら、会長・

幹事を盛り立てていきたいと思いますので、よろしくお願

いします。

国際奉仕委員長 稲垣秀樹君

今年度、ベトナム・ハザン省

ナモ村幼稚園建替え事業につき

ましては、8929米ドル補助金

支給額決定通知をいただいてお

ります。例年、地区補助金とク

ラブ拠出金の割合が50％・50

％ですが、今年度はロータリー財団の資金余裕があるとい

うことで、70％・30％という割合になり、申請額より多

くの地区補助金を送金いただくことになりました。５月９

日より、現地では工事が始まり、９月末完成の予定で進行

しております。雨期による雨の心配はあるものの、建設工

事への影響は少なく、順調に推移していると聞いておりま

す。10月21日～25日に現地に赴き、寄与式典を行う予定

ですが、詳細につきましては現地と日程調整をしていると

ころですので、固まり次第、皆さんにご案内をしたいと考

えております。

台湾・汐止RCとの交流も継続してまいります。来年度の

国際大会はハワイで開催されます。皆さん、ふるってご参

加いただきますようお願いいたします。一年間どうぞよろ

しくお願いします。

ロータリー財団委員長 真木伸一君

田中会長のご指示の元ｓｗ、

多くの会員にロータリー財団ポ

ール・ハリス・フェロー、ベネ

ファクター寄付をお願いします。

幹事 藤田隆志君

今年度幹事を仰せつかりまし

た、藤田隆志です。第1回の準備

理事会から半年、あっという間

に新年度を迎え、身の引き締ま

る思いです。半年間の準備期間

を通じて、ロータリー自体やク

ラブとしての曲がり角にきていることを強くじました。特

に会員の皆さんの高齢化や会員数の減少など、運営上の課

題を強く感じています。大竹敬一年度では、委員会の統合

を成し遂げられました。田中年度でも、戦略委員会を通じ

て長期的な課題に取り組んでまいります。とはいえ、最優

先はクラブ内外の『つながり』の為の活動であると考えて

います。『つながり』の為の各委員会毎の多彩な活動を円滑

に進める潤滑油として頑張っていきたいと思います。目標

は、１年後に田中会長が、１人でも多くの会員の皆さんか

ら、『田中年度良かったよ！』と言われることでございます。

何分経験の浅い若輩者ですが、理事・役員・委員長・会員

の皆様のご指導、ご協力を賜りながら、田中会長のもと、

円滑なクラブ運営に精いっぱい励んで参ります。一年間宜

しくお願い致します。


