２０１７年７月３日（晴れ） 第１週 第２１９９回例会
Song

重要であるという認識です。また、地域に合わせて各クラ

”君が代・奉仕の理想”

Guest

米山奨学生

権

貞恩

ブがロータリー奉仕を独自に定義することの重要性を説い

さん

ていらっしゃいます。各クラブの自主性を重視することで

Attendance
会員

７９名

欠席

１１名

出席率

８３．０７％

地域社会の特色を引き出した活動をしてほしいとのことで
す。また、長期の計画、持続可能な奉仕、全レベルでのリ

President

Time

立松絹久

会長

ーダーシップの継続性を重視することでロータリーが世界
有数のボランティア組織であり続けたいとのことです。
それに伴い、神野重行ガバナーは「今日からのロータリー
を楽しもう！」という地区方針を掲げられました。これま
でロータリーは112年の歴史の中で歴史とともに幾度とな
く変化をもたらしてきました。我々も時代に合わせて事業
の取り組み方、展開を変化させていかなくてはならないと
述べていらっしゃいます。また、奉仕を通じてより高いロ
ータリーブランドの追求を目指し、それが会員の楽しみと
なることで持続、継続が出来るということです。さらに10
年後20年後の地区及びクラブが輝いていられるために地区

今年度、49代会長を務めさせていただきます立松です。
昭和44年設立以来、諸先輩方の努力と着実なクラブ運営に
より素晴らしいクラブに成長したあまクラブも49年目を迎
えることとなりました。いよいよ次年度は50周年という大
きな節目の年を迎えることになります。49代会長として、

では地区戦略委員会、各クラブではクラブ戦略委員会を設
けて、そのクラブの地域性にあった中長期計画を策定する
必要性を述べていらっしゃいます。また、会員増強につい
ても世界の女性会員の比率が20％であるのに対して、当地

Today

７月１０日（第２２００回）

これまで先輩方が残されてきた、あまクラブの歴史と伝統

担当

立松絹久

を守りつつ少しでも良い形で50代につなぐことが出来るよ

演題

クラブアッセンブリー

会長

う微力ながら頑張らせていただきたいと考えておりますの
で、皆様のご支援をよろしくお願いします。

新年度事業計画

Next Week

７月２４日（第２２０１回）

今年度RI会長であるオーストラリア出身、イアンH.S.ラ

担当

中西

イズリーRI会長のテーマは「ロータリー：変化をもたらす」

演題

国際大会報告

です。地域社会と世界に奉仕を通じて変化を生み出すこと
でロータリーとは何かを世界に理解してもらうことが大変

巧

前国際奉仕委員長

区では4.5％だとのことで積極的に各クラブで若い会員、
女性会員の増強を呼びかけていらっしゃいます。せっかく
入った仲間を退会させないためにもクラブ毎に例会の魅力
を大きくして楽しいものにしていくよう知恵を絞ってほし
いとのことです。また、私の会長方針につきましては、新
役員、理事挨拶の中で述べさせていただきたいと思います。
1年間、皆様のご支援をよろしくお願いします。

Secretary Report
１

田邊正紀

幹事

ロータリーレートが7月1日より１ドル111円（現行1
10円）に変更となります。

２

米山奨学生

クォンさんに奨学金授与

次回7月10日（月）例会はクラブアッセンブリーです。
各委員長は本年度事業内容を2分程度で発表をお願い

２ ０ １ ６ ～ ２ ０ １ ７ 年 度 出 席 賞

します。ご都合の悪い方は必ず副委員長にご依頼下さ
い。
３

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。

通算20年皆出席賞

通算5年皆出席賞

加藤春視君

稲垣秀樹君

※10年皆出席賞、5年皆出席賞に間違いがございましたの
前会長・幹事に記念バッジ贈呈

で、次週会報にて改めて発表させて頂きます。

年間最多出席賞

1位

鈴村與左衛門君（181％）

2位

黒野晃太郎君（161％）

3位

東海広光君（111％）

乾杯の発声は後藤袈裟美君

ニ

コ

ボ

ッ

ク

ス

ご投函有り難うございます
立松絹久

会長

いよいよ新年度発会の日を迎え、とても緊張しており
ます。1年間よろしくお願いします。
山田尊久

副会長

初例会です。よろしくお願いします。
田邊正紀

幹事

いよいよ立松年度の船出です。皆さんよろしくお願い
します。
大竹敬一君
年間ホーム出席賞

篠田正志直前会長、お疲れ様でした。立松会長、頑張

黒川元則君、篠田正志君、東海広光君

りましょう。
北島奈穂子君
年間100％以上出席
青本君

藤田（淳）君

後藤（袈）君
板津君

後藤（眞）君

伊藤（正）君

加藤（春）君

本年度、親睦活動委員長を務めさせて頂きます。1年
藤田（隆）君
家田君

岩島君

加藤（憲）君

舩原君

間よろしくお願いいたします。

今西君

神野君

稲垣君

山田幸治君

神田君

加藤（徹）君

昭和47年7月3日入会です。45年になります。

河村君

北島君

北澤君

児玉君

栗木君

黒川君

黒野君

松井君

宮下君

水野君

水谷君

武藤君

中島君

中西君

西川君

大西君

大竹（敬）君

後藤袈裟美君
篠田正志君48代会長ご苦労さんでした。特に新会員入
会式、心に残る私法で感動的でした。役員・理事の皆
さん、ご苦労様でした。

酒井君

立松会長、幹事、役員・理事の皆様のご活躍を期待し
篠田（耕）君
田邊君

田中（正）君

宇津山君
山本君

篠田（正）君

山田（広）君

横井君

吉田君

谷川君

鈴木君
立松君

山田（幹）君

鈴村君
東海君

高山君
臼井君

山田（尊）君

ております。
中西

巧君
立松年度の社会奉仕委員長を務めさせて頂きます。皆
様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

篠田正志君
立松絹久年度のスタートをお祝いして、役員・理事・
各委員長の皆様、1年間共に頑張りましょう。

紅谷幸政君
立松会長、1年間ご苦労様です。

本日出席の皆様より
新年度発会として

後藤雅光君

合

新年度、おめでとうございます。

計 ２０８，０００円

今西邦弘君
立松年度の船出を祝い。
伊藤英毅君

新

役

員

・

理

事

挨

拶

先週は危うく失明するところでした。海南で急に手術
会長

しました。

「自己を研鑽し、ロータリー

昨日は名古屋能楽堂で、私の先生の最後の能を謡いま

の仲間を増やそう」をテーマ

した。

として、私たち自身がより地

伊藤正征君

域に対する理解を深め、地域

西川君、先日は有り難うございます。

に密着した活動が出来るよう

岩島裕芳君

に出来たらと思っています。

フィジー、オーストラリアに行って来ました。

また、そのことが会員の増強

栗木和夫君
立松新会長、おめでとうございます。初例会に欠席し
てすみません。青森より。
児玉憲之君
立松年度、新年度の発会おめでとうございます。
黒川元則君
新年度発会、おめでとうございます。今年度も皆さん
よろしくお願いします。
三木勝也君
新入会員三木です。ニコボックス委員になっておりま
した。皆様、どうぞよろしくお願いします。
水野

眞君
生き延びました。今年度もよろしく。

立松絹久君

にもつながっていくと考えます。最大のテーマとして、会
員の増強をあげたいと思います。会員増強は会員増強委員
会だけの問題ではなくクラブ全体で取り組まなくてはいけ
ない問題だと思っています。10年後、20年後のあまクラ
ブにとって最も大きな課題になるのではないかと思ってい
ます。また、退会防止も大きな問題だと思います。ここ数
年、入会いただいた若いメンバーはとても積極的に活動に
参加していただいていると感じています。これもロータリ
ー情報委員会のご尽力のたまものだと思っています。さら
にロータリーの基本である例会を充実させより楽しいクラ
ブ運営が出来たらと思っておりますので皆様のご協力をお
願い致します。

酒井和雄君
友人のテスラ（電気自動車）で高速道路自動運転。楽
しい1日でした。
東海広光君
立松年度初例会おめでとうございます。今、富士山の
頂上にいます。あとは1年かけて会員全員と一緒に、
ゆっくりと下りるだけです。みんなで協力して頑張り
ましょう。
山本輝幸君
本年度ニコボックス担当、皆様何とぞよろしく！お願
いします。
横井久雄君
立松年度、ニコボックス委員13名で頑張ります。皆さ

副会長

山田尊久君

本年度 、副会長 を仰せつか
り ました 山田尊久 です。立松
会長の方針は、｢自己を研鑚し、
ロータリーの仲間を増やそう｣
で す。ロ ータリー は、あくま
で クラブ が基本で す。クラブ
例 会が、 楽しく癒 しの場にな
らなければと思います。クラブ全員が参加できる奉仕活動
を通して、ロータリーで、一人一人が充実感を得られるよ
うに、立松会長をしっかり補佐していきたいと考えていま
す。皆様方のご支援をよろしくお願い致します。

んの協力、どうぞよろしくお願いします。
吉田

勤君
立松年度の成功を記念しております。

会計

栗木和夫君

代読

田邊正紀君

立松会長方針の下で光岡会計監事の指導を受けながら、

あまロータリークラブの基本に則した予算の使用に注視し

かしながら新しいことだけが

ていきます。また、クラブ運営に必要な資金である会費も

すべてではなく、長い年月を

重要であるので、会員増強に皆様のご協力をよろしくお願

かけてクラブとして大切にし

いいたします。

てきた基本理念や、将来のク
ラブの発展のために継続性を
SAA

真木伸一君

考えて始められた大切なこと

立松会長の方針に従い、楽し

などもたくさんあります。来

い例会や、クラブ内の催しにお

るべく50年度に向けてそれらのことも併せて勉強しなが

いて、スムーズな運営が行われ

ら、49年度の理事職を全うしてまいりたいと思います。

るように監督する。例会時の品
位ある運営について、会場委員

クラブ奉仕委員長

黒川元則君

会と共に努力する。卓話中の私

今年度、クラブ奉仕委員長

語を慎むように、会員の皆様に

を仰せつかりました黒川です。

協力を得る。立松会長、皆さんのご活躍とご健勝を心より

立松会長方針の基、クラブの

願っております。

品位を守り13委員会の活動、
運営が円滑・円満に行くよう
会長エレクト

大竹敬一君

努め、会長、幹事の力になれ

49代立松会長のもとで、会

る様頑張っていきたいと思い

長エレクトとして理事を拝命し

ますのでご協力の程よろしくお願いいたします。

ました大竹敬一です。立松会長
の方針に基づき、49年度理事

親睦活動委員長

北島奈穂子君

としてその実現に向かって努力

本年度の親睦活動委員長を務

したいと思います。伝統あるあ

めさせていただきます北島で

まロータリークラブの次期会長

す。会長方針に従い、各事業を

として、その伝統を受け継ぎ次世代につなげるためにも、

円滑に進めて行きたいと思いま

49年度のロータリー活動が充実したものになるよう、１年

す。四つのテストの1つである

間頑張りたいと思います。会員の皆様のより一層のご指導

「好意と友情を深めるか」の精

をお願いいたします。

神を尊重し、クラブ内での心の
絆が深まるよう、活動を行って参りたいと思います。笑顔
直前会長

篠田正志君

前年度は大変お世話になり

と思いやりの心でベストを尽くして参りますので、何とぞ
ご協力をお願い申しあげます。

ました。本年度より直前会長
となり役員の一端を担うこと

職業奉仕委員長

田中正博君

になります。立松年度が充実

職業奉仕委員長を拝命いた

したより素晴らしい一年にな

だきました田中正博でござい

ります様、微力ではあります

ます。ロータリーの職業奉仕

が、経験を生かして協力して

とは、世のため、人のために

行きたいと思います。

奉仕する心をもって職業を営
むことが目的であります。ロ
副幹事

加藤

徹君

ータリアンの心の開発を第一

年度ごとに役員や委員会構成メンバーがすべて入れ替わ

とする団体で人作りなのです。社会奉仕だけを目的とする

ることにより、いつまでもその活動に活気を保ち続けるシ

団体でありません。ロータリーの職業奉仕の実践は、まず

ステムをロータリーは採っています。このことにより各年

倫理（人の正しく歩む道）を追求する例会出席にはじまり

度の工夫を凝らした新しい取り組みが生まれています。し

ます。すなわち、職業奉仕の実践は例会の出席することが

始まりです。例会は卓話を聞くために出席し卓話を聞いて

ブータンの中でも恵まれない子供達に絞って、運動靴や教

職業倫理を学ぶのです。我々は職業人の集まりです。例会

材等の支援を致します。また、現地での活動に、15名の会

に出席することにより職業人同士の体験談、知識、知恵等

員の皆様のご参加表明を頂きました。誠に有難うございま

を耳にして職業倫理を互いに学びあうのです。また、ロー

す。ご家族あわせ総勢22名の皆様と、9月に現地に行って

タリーは「利己と利他との調和を目的とする人生哲学でな

まいります。私の職業同様、ご参加の皆様の安心・安全・

ければなりません。ロータリアンが日常の企業経営の中に

財産を守る事に特に留意して、務めを果たして参ります。

「利己と利他との調和」を本体とする奉仕の考えを植えつ

他に、台湾・汐止RC、モンゴル・フレーRCとの交流も継

けるものでなければなりません。立松年度1年を職業奉仕

続して参ります。来年度、国際大会は、カナダ・トロント

の勉強をして行きたいと思っていますので、会員の皆様の

で開催されます。私の様な入会まもない若輩者でさえ、行

ご指導を宜しくお願いもうしあげます。

かせて頂きます。今までタイミングが合わず御参加経験の
無い方も、是非とも、ご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員長

中西

巧君

最後に、どれだけできるか判りませんが、クラブのお役

立松年度社会奉仕委員長の

に立てることができる様、精一杯努めさせて頂きます。が、

職を拝命しました中西です。

何分経験不足・力不足でございます。皆様方よりご指導賜

歴代の社会奉仕委員会の業務

りながら、進めて参りたいと思います。一年間宜しくお願

を継承する事は勿論ですが、

い致します。

本年度単独で精神障害者の皆
さんが社会復帰する為の支援
を考えております。会員皆様
の御理解と御協力を宜しくお願い致します。

ロータリー財団委員長

岩島裕芳君

私、ロータリー財団委員長の役
割は、ロータリー財団への寄付
および財団の補助金やプログラ

青少年奉仕委員長

板津和博君

今年度青少年委員長を仰せつ

ムへの参加を促進することだそ
うです。精々頑張ります。

かりました、板津です。地域内
の青少年の活動を積極的に支援
し、クラブとして地域の青少年
育成に貢献できるよう支援して

幹事

田邊正紀君

いきます。今年から新たな取組

つい最近まで新 人のつもり

みとして、あま市、蟹江町の小

でしたが、幹事を 仰せつかる

学校を中心に“いじめ”撲滅、と“ことば”の大切さを伝

ことになりました 。立松会長

えているボランティア団体にも支援していきたいと思いま

は、あまり多くを 語りません

す。今年は一昨年度まで続いていたRYLAセミナーにも何

が、自分のやりた いことだけ

とか協賛していきたいと思います。初めての理事となりま

は、きっちりと筋 を通そうと

すので、クラブ運営についてとにかく学ぶ気持ちで一年間

考えています。そ んな立松会

頑張りたいと思います。どうかご指導の程よろしくお願い

長の思いを支え、１年間頑張りたいと思います。まだまだ

致します。

話しかけにくい雰囲気をまとっているかもしれませんが、
クラブ運営へのご意見は、会長ではなく、幹事宛申し出て
国際奉仕委員長

藤田隆志君

国際奉仕委員長を仰せつか
りました、藤田隆志です。今
年度、ブータン王国への地区
補助金事業につきましては、
無事6000米ドルの補助金支
給額決定通知を受けました。

いただきますようよろしくお願いいたします。

