
２０１９年７月 ８日（曇り） 第１週 第２２７６回例会

Song ”日も風も星も”

Visitor 中村禊君、服部勝之君（名古屋清須RC）

Attendance

会員 ７５名 欠席 ９名 出席率 ８５．９４％

６月分修正出席率の報告

６月１０日出席率 100％ 欠 席 ０名

６月１７日出席率 100％ 欠 席 ０名

６月２４日出席率 100％ 欠 席 ０名

President Time 田中正博会長

皆様、今日は。本日は鈴村副会長のご紹介がありました

ように、2019－20年度地区大会のホストを務められます、

名古屋清州RCの実行委員の中村禊君、服部勝之君のお二人

が、地区大会のPRにお越しいただきました。後ほどご挨拶

宜しくお願いします。

さて、梅雨入りして久しくなりますが、報道によります

と、今年の梅雨は観測史上一番遅い梅雨入りだそうです。

このまま空梅雨と思いきや、今年も先々週に九州地方に梅

雨前線が停滞して、「線上降雨帯」といって狭いエリアに線

上に次々と発達して、大雨を降らせました。鹿児島・熊本

・宮崎の80万人以上に避難勧告が出され、堤防の決壊、土

砂崩れなどの甚大な被害がありました。まだ記憶に新しい

昨年の今日7月8日には、岡山・広島、そして四国地方に集

中豪雨があり、282名の方が犠牲になられました。いつ降

りかかるかわからない災害、この東海地方も大変心配にな

ってきます。いざという時の準備、家族のための準備、大

竹敬一年度の社会奉仕委員会の企画によりまして、大治の

小学校の皆さんに配布していただきました「家族の命を守

るカード」を常にわかるとこに置き、緊急の時に活用しま

しょう。

さて、今年度のクラブ計画書を配布させていただきまし

た。RI会長テーマ、RI会長挨拶、地区方針、あまRC活動方

針、そして、各委員会の活動方針などを掲載させていただ

きました。今年度のロータリーを成長させるには「地域社

会とつながり、知的多様性と革新的柔軟性を、取り入れて

適応力を高めていくことが重要になってきている」と伊藤

地区ガバナーが強調されています。私たちロータリアンと

して、学び、実践することがたくさん掲載されています。

Today 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

Next Week ７月２７日（第２２７８回）

担当 板津和博 親睦活動委員長

演題 夜間友愛例会「長良川花火大会」

於：岐阜グランドホテル

（7/29例会振替）



是非一読くださいますようお願いします。

今日の例会は、クラブアッセンブリーでございます。各

委員長さんより、今年度の委員会方針を、熱い思いで語っ

ていただき、各委員長さんの仕事始めにしましょう。あま

RCの今年度の活動方針として、6項目掲げました。

１．例会の充実を図る。

２．クラブの家族会、地区大会、国際大会、姉妹提携汐止

RCの周年式典、趣味の会、WFF等に、積極的に参加

を呼びかける。

３．分区内交流を推奨して、自己研鑽を積もう。

４．5大奉仕の実践により、ロータリーの目的達成を目指す。

５．地区補助金事業の実施に参加しよう。

６．会員増強、新会員の入会促進、現会員の退会防止活動

をしっかり行う。

以上6項目が活動方針でございます。宜しくお願いします。

お気づきと思いますが、会場委員会の協力によりまして、

例会の充実を図る趣旨によりまして、皆さんの席を、今日

はクラブアッセンブリーということで、委員会毎のくくり

の席に、させていただきました。「会員の親睦は例会に有り」

と言われます。多くの方々との語り合いから、思いがけな

い「つながり」が生まれます。いろいろな方々と席を同じ

くして、情報交換していただき、親睦を深めていただきた

く思います。もう一つは分区内交流を推奨して、自己研鑽

を積む趣旨によりまして、分区内の他クラブの例会に行っ

ていただき、他クラブの会員の皆さんと、語り合っていた

だき、懇親を深めていただけば「つながり」が生まれると

思います。是非2～3名の方で実践してください。

以上会長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 ロータリーレートが7月1日より１ドル108円に変更

となりました。

２ 次週7月15日（月）は海の日による休会です。

名古屋清須RCから中村禊君、服部勝之君が地区大会PRに

田中会長からゴルフ部へ会長賞目録贈呈

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

中村禊君、服部勝之君（名古屋清須RC）

地区大会のお願いに参りました。

田中正博 会長

本日はクラブアッセンブリーです。各委員会の委員長

さん、方針発表よろしくお願いします。

先日玉ノ井部屋に招待されました。渡辺君をはじめご

出席の皆様、お疲れ様。お相撲さんの料理したちゃん

こ鍋やその他の料理、全て美味しかった。感激！！

鈴村與左衛門 副会長

各委員長の皆様、ご苦労様です。

藤田隆志 幹事

本日は名古屋清須RCより、地区大会PRにて中村禊君

と服部勝之君がお見えです。よろしくお願いします。

本日はクラブアッセンブリーです。委員長のの皆様、



よろしくお願いします。

西川広樹君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

前田重廣君

田中丸を1年間支えてください。理事会皆様の1人1人

の力です。

伊藤正征君

名古屋場所開催に先立ち、玉ノ井部屋激励会参加の皆

様、お疲れ様でした。総勢29名の力士を抱える玉ノ井

部屋、若手力士に囲まれ、接客を受け手のちゃんこ鍋

はとても美味しくいただく事が出来ました。ご紹介い

ただきました渡辺君、貴重な体験を有り難うございま

した。玉ノ井部屋の力士が、名古屋場所でここの力を

発揮し、満足できる勝ち星が納められることを祈念申

し上げます。

家田安啓君

セミが鳴き出しました。梅雨明けですかね。

板津和博君

玉ノ井部屋激励会参加の皆様、お疲れ様でした。西川

君、有り難うございました。家族が大喜びでした。

神戸 剛君

各委員長の皆様、ご苦労様です。

大竹敬一君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

髙山 敏君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

伊藤英毅君

昨日は孫と七夕の食事会をしました。何時まで出来ま

すやら。

加藤憲治君

西川君、先日は色々お世話になりました。

北野庸夫君

初めて取得した敬老パスで、例会場に来ました。一汗

かきました。

児玉憲之君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

黒川元則君

大相撲名古屋場所観戦に、家族で行って来ました。大

変楽しかったです。回りのおねえさん方に声をかけら

れ、嫁に後で少しいじられました。後藤眞君、有り難

うございました。

黒野晃太郎君

梅雨が終わりますように。27日が天気になりますよう

に。

水野 眞君

今日、15回東海佛教音楽の集いでコーラスです。

中澤浩一君

皆さんにお会いできて嬉しいです。

小倉廣三君

皆さんにお会いできて嬉しいです。

山田尊久君

田中年度各委員長の皆さん、素晴らしい委員会活動と

なりますように。

合 計 ７０，０００円

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

環境保全委員長 横井久雄君

世界人類の生活向上と裏

腹に、地球規模で環境破壊が

進んでいます。世界的にはG2

0サミットで、2050年目標海

洋プラ「セロ」の可決、日本

では来年4月より「レジ袋の

有料」にし、プラを減少させる。また、一足早く大手ファ

ストファッションメーカーが、来年9月より全世界3500

店でプラから紙に変更。当クラブは過去の実施事項で相当

な効果を出しているので継続していきたい。蟹江町ホタル

については、会長方針「楽しもう」もあり、鑑賞会を計画

したいと思います。追加として、3年前の篠田正志年度に

モンゴル砂漠化防止事業の確認フォローをし、必要であれ

ば終わり西部生態維持も含め、助成を申請していきます。

地域社会委員長 中島英之君

地域社会委員会は地域社会

と密接な関係を築きながらロ

ータリー活動を地域に広く知

っていただくよう努める。



１．地域の高齢者、障碍者、児童等の施設又は団体等の活

動を理解し、積極的に支援する。

２．地域での防災・防犯等に取り組み、地域の安心・安全

を図る活動に貢献する。

米山奨学委員長 水谷安紀君

代読 副委員長 青本道春君

米山記念奨学会は、勉学、研

究のために日本の大学・大学院

に在籍している、将来母国と日

本との懸け橋となって国際社会

で活躍する、優秀な留学生の奨

学を目的とする日本最大規模の

民間奨学制度です。日本のロータリークラブ独自の誇れる

制度であり、国際理解と親善に大きく寄与しております。

出席委員長 上田博行君

会長方針のもと、例会出席の

異議を正しく理解し、出席率を

高めるよう努める。また、他ク

ラブメイクアップの折には、他

クラブ例会のよいところを参考

西、我がクラブにも取り入れる

よう図ります。なお、本年の出席賞は１．5年毎の継続皆

出席賞、２．年間ホームクラブ皆出席賞、３．年間最多出

席賞のみとさせていただきます。

職業分類委員長 木下章吉君

１．職業分類の選定は理事会と

協議して適切に行う。

２．職業分類の変更を希望する

会員の要望があれば、速やかに

理事会と協議して分類変更に努

める。

３．関係委員会と協議し、未充填職業の充填を図り、会員

増強に協力する。

会員選考委員長 加藤憲治君

3回目の委員長を仰せつかり

ました。よろしくお願いします。

RI定款第5条に定められた資

格条件に基づき、あまRCに相

合しい入会候補予定者を選考

し、スポンサーと共に面談し、

入会の意義を理解してもらい、本人の意思確認の上、最終

チェックとして理事会に報告する。【参考】〈手続要覧〉RI

定款第５条、第１～４節（会員資格条件及び資質について

の記述）

会員増強委員長 東海広光君

ロータリアンの年齢は徐々に

高齢化しています。世界的にみ

ると毎年約10％の会員を失っ

ています。このロスを始めクラ

ブを強化するには、常に会員さ

んを増強しなくてはいけませ

ん。多くの資質の高い若い会員さんに入会していただきあ

まRCのバランスをとり維持していかなくてはいけません。

昨年度末に3人退会いたしましたので、75名のスタートで

す。50周年を振りかえると創立15年目に79名となりそれ

以来35年間79名を切ることなく維持してまいりましたが、

51周年のスタートを迎えるにあたり75名となり、会員数

としては危機的状態にあるかと思います。どうか若い会員

さんにもスポンサーになっていただき、会員増強にご尽力

いただきますようお願い申し上げます。ご紹介を頂ければ

どこにでもロータリークラブの活動内容、またその良さを

ご説明させていただき、入会へとつながるように頑張りた

いと思います。

ロータリー情報委員長 篠田正志君

会員選考で選ばれた方に、ま

ずロータリー会員の積務を解り

やすく説明し、情報を提供しま

す。入会された方には心より歓

迎し、歓迎会や趣味の会への参

加を勧め、親睦と友情を深め、

一日も早くクラブに馴染む事が出来る様努めます。また、



新会員がロータリーを正しく理解し、知識を広める為のオ

リエンテーションを開催し、地区大会や国際大会への参加

を呼びかけます。

1年間新会員がロータリアンへの糧となる様に、努力し

ていきたいと考えていますので、皆様方のご協力宜しくお

願いします。

クラブ会報委員長 神戸 剛君

１．役割

クラブ内外に対するPRツール

としての会報の重要性を認識

し、内容の充実した会報の制作、

発行を行うこと。

２．活動内容

・例会の活動、報告を正確に記録する。

・例会の活動については文章だけでなく写真も多く使用し、

より親しみやすい

書面づくりを行う。

・クラブの内外により理解いただくため、例会だけでなく

理事会や各委員会、趣味の会などの活動についても積極的

に記載する。

・クラブと地域社会をつなぎロータリーの成長を楽しもう

纘（参加しよう、語り合おう、研 を積もう、楽しもう）の

会長方針及び2019～2020年度活動報告を正確に記録し

情報発信をする。

＊副委員長 後藤裕一君 委員 熊沢登君 武藤正俊君、

そして会員の皆様、よろしくお願い申し上げます。

ニコボックス委員長 家田安啓君

無理のない範囲で、皆様から

の積極的なご投函をお願いした

いと思います。内容及び名前の

読み間違いなどのない様に、委

員一同努力します。また、会場

委員会や親睦活動委員会と協力

して、例会の運営に支障とならないように注意し、会報委

員会とも円滑に情報交換を行いたいと考えています。１年

間よろしくお願いします。

雑誌委員長 河村昭利君

『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

ータリーの成長を楽しもう』の

会長方針の下、ロータリークラ

ブへの取り組みの関心向上に努

めて参ります。

具体的には、

１．「ロータリーの友」「ガバナー月信」等の公式雑誌に対

する会員の関心を喚起する。

２．会員に雑誌掲載の内容・情報の紹介をし、投稿を奨励

する。

ことを活動方針として参ります。

プログラム委員長 大西晃弘君

今年度のRI、地区、そして田

中会長の方針に共通して使われ

ている「つなぐ」という言葉。

プログラム委員会が例会にて実

施する卓話は、例会と会員の皆

様を「つなぐ」きっかけになる

と考えています。卓話が聞きたいから例会に出席する。今

回の卓話は良かった。そんな言葉を会員の皆様から聞かせ

ていただけるよう、様々な卓話をプログラム委員会のメン

バー全員で企画してまいります。また、例会数が前年度に

比べ増えますので必然的に卓話の回数も増えることになり

ます。卓話者に関する情報がございましたら是非プログラ

ム委員にお寄せくださいませ。よろしくお願い申し上げま

す。

広報委員長 加藤春視君

広報委員会は、あまRCの活

動を地域社会に認知されるよう

広報活動を行ってまいります。

理事会決定事項は勿論、各委員

会などから要請があれば対応を

しますので、是非情報をお知ら

せください。クローバ－TV、中部経済新聞等に広報活動

を行います。また、前年度からの引継ぎで、ホームページ

を更新していきたいと存じますので皆さんのご意見をよろ



しくお願い致します。併せて、My Rotaryの登録をお願

い致します。

会場委員長 山本輝幸君

会長指針「あまロータリー次

の半世紀へクラブと地域社会を

つなぎロータリーの成長をたの

しもう」「参加しよう、語り合

おう、研鑽を積もう、楽しもう」

に沿ってゲスト・会員相互の出

会いとコミュニケーションの場を積極的に提供する機会の

創生を目指していきます。ロータリーを楽しいコミュニケ

ーションの場にしていくために、例会前の時間も含めて歓

談を楽しむ場をつくり、情報交換をしてもらう。【可能な限

り】

➡・１～２年生も参加しやすい環境を作っていく 新入会員

を集めたテーブル席で意見を交わす

・１年目はできるだけ入り口で立ち顔を覚えてもらう機会

を設ける（1～2か月間）

・会話と食事。バイキングやダイエットなどに話が弾む工

夫を！（例会の食事は会話も弾ませる・・・）（食事形式【時

間】を考えてゆったりした会話の時間を楽しもう！）

※例会の実施に際しては事前に十分な打ち合わせで「心に

残るロータリー」を目指していきます

保健委員長 藤田淳士君

本委員会は、会員及びその

家族及び従業員等、相互の健

康を維持し、クラブの発展に

寄与する目的で発足した。会

員の高齢化と新規の医師不足

により、委員会の構成には大

変苦労しているのが現状であり、現有のメンバーでなんと

か運営しているのが現状です。

１．日常の健康を守るための卓話を年２回行っているが、

最近では病気の予防に最重点をおいている。

２．歯科医による「8020運動」は継続する。

３．例会日は勿論、随時申し出があればその都度健康相談

に応じている。

ロ シ ア 紀 行 25

山田幸治君

私たちのツアーの方々は、館内のカフェやレストランで

食事をしています。他の観光客も食事中です。美術館では

入場制限をするので、大使の階段は観光客で超満員となり

ます。私たちはその辺りの事情を推察して、大使の階段が

すいている間に写真やビデオを撮しました。昼食は集合時

間までに済ませれば良いのですから。

空いている大使の階段

昼食が終わるとこの混雑です


