
２０１４年７月７日（曇り） 第１週 第２０７５回例会

”君が代・奉仕の理想”Song

田中正規PDG（西尾RC 、ジャンチブ・Visitor ）

（ ）、ガルバドラッハ君 モンゴル・フレーRC

伊藤敦夫君（豊田中RC）

（ ）Guest 武本泰子さん 米山記念奨学会学務・学友

Attendance

７９名 ７名 ９０％会員 欠席 出席率

栗木和夫 会長President Time

皆さん、今日は。ビジターの皆様、ようこそあまRCにお

越し下さいました。心より歓迎申し上げます。

この度あまロータリークラブ第46代、2014～15年度

の会長の職を仰せつかりました栗木和夫でございます。１

年間一生懸命頑張りますので、よろしくお願い申し上げま

す。本日は昨年度ご活躍頂いた、田中パストガバナーと、

今年度新地区補助金を活用し、学校支援をするモンゴルの

フレーRCのガラーさんがお見えになっています。後程ご挨

拶と乾杯のご発声をよろしくお願い申し上げます。ごゆっ

くりしてください。

さて今年度の例会時の食事内容を少しアレンジさせてい

ただきました。和食、洋食、中華、丼等楽しみにしてくだ

さい。８月４日には５年ぶりの早朝例会を催し、暑い夏の

早朝に、おいしい空気と朝ごはんを頂き、元気に体操をし

て卓話を聞いてください。立派なクラブ運営はできません

が、一生懸命クラブの活性化を図り、将来のクラブを担う

優秀な新しいメンバーに一人でも多く入会してもらい、当

クラブの素晴らしい伝統を引き継ぎ、楽しく活力あふれる

クラブ運営に努力しますので、会員皆様のご協力よろしく

お願い申し上げます。これで第一例会の会長挨拶とさせて

いただきます。ご清聴ありがとうございました。

臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 次週例会（7/14）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分程発表をお願い

します。ご都合の悪い方は副委員長さんにご依頼下さ

い。

２ 吉田 勤君がポール・ハリス・フェローに寄付されま

した。

７月１４日（第２０７６回）Today

担当 栗木和夫 会長

演題 クラブアッセンブリー

新年度事業計画

７月２８日（第２０７７回）Next Week

担当 稲垣秀樹 出席委員長

演題 100％出席について



３ 井村安雄さんが6月30日付で退会されました。

４ 上半期会費等を請求させていただきましたので、よろ

しくお願いします。

前会長・幹事に記念バッジ贈呈

モンゴル・フレーRCのジャンチブ・ガルバドラッハ君

乾杯の発声は田中正規PDG

ご投函有り難うございます

田中正規PDG（西尾RC）

パストガバナーの田中です。初例会に出席させていた

だきます。前年度は大変お世話になりました。ガラー

さんに会うことが出来ました。

栗木和夫 会長

他人事と思っていた、あまRCの会長になりました。

皆様のお力添えを頂き、1年間務めさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。

田中パストガバナー、モンゴル・フレーRCのガラー

さん、あまRC栗木年度初例会に良くお越し下さいま

。 。 。した 大変嬉しく思います ごゆっくりしてください

今日は1年間お世話になる、役員・理事の方々の就任

挨拶です。よろしくお願いします。

篠田正志 副会長

今年度副会長を務めさせて頂きます。1年間よろしく

お願いします。

臼井幹裕 幹事

1年間よろしくお願いします。

モンゴル・フレーRCガラー校長をお迎えして。

大竹和美君

栗木新車の「快適運行！」出発進行！頑張れ！

大竹敬一君

栗木会長、臼井幹事、皆さん、1年間よろしくお願い

します。

佐藤 明君

後藤雅光君、伊藤英毅君、八十八会では大変お世話に

なりました。

高山 敏君

栗木年度が素晴らしい年度になります様、ご祈念申し

上げます。

会員の皆様、1年間ご支援有り難うございます。心よ

り感謝申し上げます。

山田幸治君

高山会長はじめ前年度の理事役員、委員長の皆様、お

疲れ様でした。栗木新会長及び今年度理事役員と各委

員長の皆様、頑張って下さい。

今年度も会報から開放されなくて、残念です。



5年先の50周年記念誌の編集は勘弁して下さい。

飯田 篤君

栗木会長ならびに役員、委員の皆様、新年度おめでと

うございます。1年間よろしくお願いします。

前田重廣君

栗木丸の出港を、会員の力で無事出来ますようお願い

いたします。

中西 巧君

。 「 」入会後1年が経過いたしました 本日より よそ行き

の顔はやめにします。

後藤袈裟美君

栗木会長はじめ役員理事の皆様、いよいよスタートご

苦労様です。

今西邦弘君

栗木年度スタートおめでとうございます。

家田安啓君

ニコボックス委員です。よろしくお願いします。

稲垣秀樹君

紅谷君、子供の誕生会に素敵なレストランをご紹介頂

き、家族一同楽しく過ごしました。有り難う。

伊藤正征君

東海君、夫婦会食会、大変勉強になりました。有り難

うございます。

川口信義君

栗木会長、今日初例会はセブン＝セブン。7/7の縁起

佳き日、この1年ご活躍を祈念します。

河瀬文一君

。 。本年度ニコボックス委員です よろしくお願いします

栗本裕子君

今年度、ニコボックス委員長を務めさせて頂きます。

どうぞ皆様、素通りなさらないで下さい。よろしくお

願いいたします。

児玉憲之君

副幹事を拝命させて頂きました児玉です。臼井幹事の

お手伝いをしながら、クラブ運営の基礎を学んでいき

ます。1年間よろしくお願いします。

黒野晃太郎君

新しい年度のスタート、役員理事の皆様、頑張って下

さい。

水野 眞君

高齢になりましたが、又暫くご交誼ください。

水谷安紀君

栗本委員長様、頑張って下さい。

中村普一君

。 。 、栗木丸の船出です ファイト フレーRCガラーさん

ようこそ。

大西晃弘君

栗木会長はじめ役員の皆様、新年度スタートおめでと

うございます。

生沼克芳君

栗木会長、いよいよスタートですね。

酒井和雄君

京都大学での体育大会に出席。武徳殿を見学。夜は三

高以来の居酒屋で一杯。会費2600円でした。

鈴木正徳君

本日よりストレッチをさせていただきます。

田邊正紀君

ガラーさん、あまRCへようこそ。9月の訪問もよろし

くお願いします。

田中正博君

栗木年度のクラブ奉仕委員長を拝命いたしました。13

委員会の委員長をはじめ委員の皆様、よろしくお願い

します。

東海広光君

栗木年度のスタート、おめでとうございます。1年間

無事にゴールすることを祈念いたしております。ガン

バレ栗木会長、ガンバレ臼井幹事。

上田博行君

栗木年度、会計を仰せつかりました。よろしくお願い

いたします。

山田幹夫君

神戸君、お世話になりました。

山田尊久君

念願のニコボックス委員会です。よろしくお願いしま

す。

横井久雄君

サンバエノー、ガラーさん。ようこそお越し下さいま

した。



本日出席の皆様より

新年度発会として。

合 計 １７８，０００円

新 役 員 ・ 理 事 挨 拶

会長 栗木和夫君

2014～15年度RI会長・ゲイリ

ーC.K.ホァンのテーマは「LIGH

T UP ROTARYーロータリー

に輝きを」という方針を出され

ました。又本年度2760地区近

藤雄亮ガバナーの地区方針は 集「

まろう、語ろう、楽しもう」ですそして本年度、私の会長

方針は「例会出席にて親睦と自己改善、そして奉仕の心を

醸成する」ということです。昨年度と同様に、例会出席率

10０％をめざし、会員相互の親睦を図り奉仕の心を勉強し

ましょう。

副会長 篠田正志君

本年度、副会長を仰せつかり

ました篠田でございます。

会長方針「例会出席にて親睦と

自己改善、そして奉仕の心を醸

成する」を実践する為、微力な

私ではありますが、役員・理事

と力を合わせ、栗木会長を補佐し、精一杯頑張っていく所

存です。１年間、皆様のご指導・ご協力宜しくお願いしま

す。

会計 上田博行君

会長方針に基づき、健全適正

な会計運営に努めたいと思いま

す。委員会費は各委員長の努力

と工夫によって、例年よりタイ

トな予算となっております。過

去、45周年準備金の積立金30

万円を45周年記念事業の実績経費から、50周年に向け、

積み立て準備金は100万円に変更といたしました。

S.A.A 山田幹夫君

S.A.Aの重要な役割は、品位

と格調を重んじた例会の運営に

あると思います。その為には、

例会の企画・運営、そして参加

する会員の皆様の協力を欠かす

事はできません。今年1年、こ

れらの調整を行うことにより、皆さんに喜んで頂ける例会

を実施したいと思います。

会長エレクト 東海広光君

今年度会長エレクトとして、

1年間栗木会長の一挙一動、一

言一言を見逃さないよう又聞き

逃さないよう勉強させていただ

きます。そして次年度の準備も

平行して行わなくてはいけませ

ん。あまRC４５年前の設立総会でチャーターメンバーの皆

さんで二つの約束をされたそうです。その一つは｢当クラブ

の会員は例外なく何時でも会長、副会長、幹事始めどんな

役職にも相応しい人ばかりが選ばれているのであるから、

そのチャンスが来たときには｢ああ、今度は俺の番か｣とい

う具合に喜んでその役職を引き受けていただきたい｣と言う

約束があり、そしてこれをあまRCの伝統としたいと言うこ

とです。5ヶ月後の12月8日には第１回準備理事会が始ま

ります。その日までには役員、理事のポスト並びに各委員

長さんを皆様にお願いしなくてはいけません。あまRCの伝

統を十分ご理解いただきましてご協力をどうかよろしくお

願いいたします。

直前会長 高山 敏君

前年度会長として勉強させて

頂きました経験を、理事会に於

いてあまRCの更なる発展と、栗

木年度が素晴らしい年度になり

、ますように微力ではありますが

協力していきたいと思います。

直前会長の任務遂行の為、1年間頑張りますので宜しくお



願い申し上げます。

クラブ奉仕委員長 田中正博君

クラブ奉仕委員長を拝命いた

しました田中でございます。

クラブ奉仕委員会は、組織図

をご覧いただけばお解かりのよ

うに、あまRCでは13委員会で

構成されています。委員長は13

委員会の活動を把握し、私自身も活動にも出来るだけ参加

させていただき、各委員会の連絡調整に努めさせていただ

きます。クラブの親睦に積極的に加わり、友情を深めれま

すよう努力させていただく所存でございます。もちろん、

栗木会長の方針に従い、会員の皆様に楽しいクラブライフ

ができ、親睦が会員全員に広がりますよう努力したいと思

いますので、1年間よろしくお願いします。

親睦活動委員長 加藤 徹君

今年度栗木会長の方針には 親「

睦」という言葉がそのまま入っ

ています。とても名誉であると

とともに大変なプレッシャーで

す。メンバー一同もこのことを

とても大切に思っています。配

属いただいた7名のメンバーは、親睦活動委員会経験とし

ては決して深くはないのですが、人間味あふれた個性的な

メンバーぞろい。一緒に動くたびに新たな楽しい発見をさ

せてくれることを、体験型家族会として計画中の「浜名湖

たきや漁」下見の際に実感しました。自分たち自身もロー

タリーライフを楽しみ、そしてこれまでの親睦活動の良い

ところを大いに真似させていただきながら、新しい仲間が

増え、全ての人にあまロータリークラブライフを楽しんで

いただけることに少しでもお役にたつよう、精一杯務めさ

せていただきます。

職業奉仕委員長 宮下忠克君

、 。栗木年度 職業奉仕委員長を拝命いたしました宮下です

加えて、ロータリー入会７年目になりますが、初めての理

事ということで緊張しております。職業奉仕については、

まだこれから勉強しなければな

らないことがいっぱいあります

が、まずは自分の仕事が「社会

に役立っているんだ、貢献して

いるんだ」という意識を持つこ

とが大切で、その上に立って職

業を通じて社会奉仕へ行動をシフトしていくことが大事だ

と思っています。誰でも職業を通してやれることはいっぱ

いあります。フォーラムや卓話を通してその価値観を共有

。 。していきたいと思います ご支援をよろしくお願いします

社会奉仕委員長 紅谷幸政君

社会奉仕委員会として、本年

度2760地区の環境保全委員会

。のテーマが水に関することです

また地域社会委員会による地域

の高齢者障害者の施設団体等へ

の積極的支援などを、社会奉仕

。委員会として三位一体となって活動協力していく所存です

青少年奉仕委員長 後藤雅光君

栗木会長、臼井幹事の指導の

下、大竹敬一前青少年奉仕委員

長の指導を仰ぎ、地域に密着し

た援助活動を行います。大治町

の芋掘り、甚目寺小学校のペッ

トボトルのキャップ集めとデザ

インなどを通じて、子供達の教育に関与していきたいと思

います。

国際奉仕委員長 横井久雄君

本年は、より多くの会員参画

により奉仕活動を進めたい。ト

ヨタ用語で「現地の現物」と言

う言葉があります。他国の言語

、・社会・風習を知ることにより

他国を理解する手っ取り早い手

段は活動に参加することです。現地に出掛けることです。

いくら報告会を開いても、参加経験した以外の方に、その

素晴らしさは実感できません。そう言った意味で、楽しい



企画をしますので、特に入会5年未満の新会員の参加をお

願いしたい。また経験していただきたい。

ロータリー財団委員長 吉田 勤君

あまロータリーの歴代の財団

委員長の立派な実績に恥じない

ように努力して参ります。具体

的には、皆様のご理解ご協力を

いただいて、今期のクラブ目標1

人あたり150ドル以上の成果を

あげるとともに、ロータリー財団への理解を深めていただ

けるように啓蒙活動を行って参ります。

副幹事 児玉憲之君

副幹事を仰せつかりました児

玉憲之です。1年間、臼井幹事

のお手伝いをしながら、次期年

度のクラブ運営の基礎をしっか

り学んでいきたいと思います。

また、会員皆様のご指導を仰い

で少しでもお役に立てるよう頑張りますので、よろしくお

願いいたします。

幹事 臼井幹裕君

本年度、幹事を務めさせてい

。 、ただきます 栗木会長を補佐し

、クラブ運営を滞りなく行うよう

。 、一生懸命努めて参ります ただ

何分にも自身の力は限られてお

ります。役員・理事の皆様、会

員の皆様から暖かいお言葉を、そして忌憚のないご意見を

いただきながらクラブに助力していきます。よろしくお願

いします。

例会日 クラブ名 場 所

7/16 水 名古屋守山 マリオットアソシア（ ）

7/22 火 名古屋城北 休会（ ）

7/23 水 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル（ ）

7/24 木 名古屋丸の内 クレストンホテル（ ）

7/25 金 名古屋北 名古屋東急ホテル（ ）

7/28 月 名古屋空港 キャッスルプラザ（ ）

7月14日MENU

本日のスープ

ポークフィレ肉のコートレットミラノ風

グリーンサラダ

デザート

コーヒー

パン

あ ま ク ラ ブ こ ぼ れ 草

森泰樹パストガバナー25

大竹和美君

僕が敬愛するパストガバナーのお一人である。10年度田

中清隆会長に僕が幹事を依頼された。学校、分区代理共に

後輩でもある江南のメンバーが猛反対した。初代会長、分

区代理を務めた僕が 「事もあろうに幹事になり、若い会長、

、 。を操って 思いのままにクラブを運営させるのではないか

」 、 。実にけしからん と 僕に幹事を辞めさせようと画策した

森PDGも彼の言を信じ、僕に注意された。一時ロータリー

を退会しようかと考えたが、田中清隆会長に「僕がお願い

したのだから･･･」と慰留され、幹事を務めた。

数年経って森PDGから電話があり、地区の役員として協

力して欲しいと依頼された。言外に「君を誤解していた、

これから仲良くしよう 、先生の意を察しお引き受けした。」

以後、地区の役員を25年間も仰せつかり、辞めさせてくれ

。 、 。 。なかった 然し 長すぎたと反省している 引き際が肝心

森先生の名言「ロータリーは遊びだ、車のハンドルのよ

うなもの 「ロータリーは名画の余白のようなもの」僕の好」

きな言葉である。


