
２０１４年７月１４日（曇り） 第２週 第２０７６回例会

”日も風も星も”Song

Attendance

７９名 ６名 ９１．４３％会員 欠席 出席率

６月分修正出席率の報告

100％ ０名６月 ６日出席率 欠 席

100％ ０名６月１６日出席率 欠 席

100％ ０名６月２３日出席率 欠 席

100％ ０名６月３０日出席率 欠 席

栗木和夫 会長President Time

初例会には、田中PDG、モンゴル・フレーRCのガラー

さんがお見えになり、大変めでたい例会になり心から嬉し

く思いました。さて真木年度に続き、当年度もモンゴル・

チェチェグン第59統合学校（小中学生約600名）への新

地区補助金を活用して支援を推進したかを申し上げます。

当時田邊国際奉仕委員長の進言で、フレーRCと共同であま

RCからは、140万円を使い暖房用ボイラー、トイレの改

造、フレーRCからは机、椅子、黒板の寄贈がされました。

まだ学校設備はとてもー35度の厳寒期に勉強するに不十分

な部分が多々あり、授業をする環境でないと思いました。

しかし贈呈式の中で校長先生が謝辞を述べられた時には、

今回の支援により生徒が少しでも勉強する環境が整うこと

に、涙を流しながら感謝されましたことを印象深く思いま

した。私も各地へWCS、補助金活用支援を行いましたが、

これほど喜ばれたことは記憶にありませんでした。又140

万円の支援金で地元業者との折衝で設備更新等を完備した

のち、残金が23500円残ったので返金を申し出られまし

たが、黙っていれば何かの役に立つのに？この学校の先生

たちは日本人以上にまじめで誠実と感動しました。この瞬

間から次回はこの学校への支援を、とっても親日家である

ガラーさんとフレーRCの皆さんで支援を行っていこうと思

いました。

臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 浅野多喜男君が第23回米山功労者、第16回マルチプ

ル・ポール・ハリス・フェローに寄付されました。

２ 石田智彦君が第2回米山功労者に寄付されました。

７月２８日（第２０７７回）Today

担当 稲垣秀樹 出席委員長

演題 100％出席について

８月 ４日（第２０７８回）Next Week

担当 武藤正俊 プログラム委員長

演題 早朝例会 8:00～9:00

卓話「朝を活かす」

（ ）伊藤保徳君 瀬戸北RC



2 0 1 3 ～ 2 0 1 4 年 度 出 席 賞

通算40年皆出席賞

藤田淳士君

水野 眞君

通算30年皆出席賞

鈴木和彦君

通算20年皆出席

賞

紅谷幸政君

西川広樹君

宇津山弘君

通算15年皆出席賞

岩島裕芳君

鈴村與左衛門君

通算5年皆出席賞

家田安啓君

児玉憲之君

横井久雄君

年間最多出席賞

第1位

神戸政治君

第2位

東海広光君

第3位

鈴木正徳君

年間ホームクラブ

皆出席賞

石田智彦君、伊藤

英毅君、武藤正俊

君、東海広光君

年間100％以上出席

紅谷君 藤田君 舩原君 福嶋君 後藤（眞）君 家田君

飯田君 稲垣君 石田君 伊藤（英）君 伊藤（正）君

岩島君 神戸君 神田君 加藤（春）君 加藤（憲）君

加藤（徹）君 北島君 児玉君 國元君 栗木君 栗本君

黒川君 松井君 宮下君 水野君 水谷君 武藤君

中島君 中村君 中西君 西川君 大西君 大竹（敬）君

酒井君 佐藤君 篠田君 鈴木（和）君 鈴木（正）君

鈴村君 高山君 田邊君 田中（正）君 谷川君 立松君

冨田君 東海君 上田君 臼井君 宇津山君

山田（謹）君 山田（幹）君 山田（尊）君 山本君

横井君 吉田君

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

本日はクラブアッセンブリーです。委員長さん、よろ

しくお願いします。

初例会は七夕でした。流れ星を探し、密かに今年度の

無事を祈りました。

大竹和美初代会長、週報のあまクラブこぼれ話を本年

も楽しみにしています。

篠田正志 副会長

栗木会長、心遣い有り難うございました。



本日はクラブアッセンブリーです。よろしくお願いし

ます。

臼井幹裕 幹事

本日、クラブアッセンブリーです。各委員長の皆様、

よろしくお願いします。

黒川元則君

。 、 。息子が結婚しました 披露宴では感激 感動しました

栗木会長、有り難うございました。後藤眞君、有り難

うございました。皆様に感謝。

大竹和美君

栗本ニコボックス委員長に敬意を表して。

藤田淳士君

入会40年皆出席出来ました。感謝しております。

北野庸夫君

栗木年度初例会お休みしました。栗木会長、楽しんで

ください。

家内の誕生祝い、有り難う！

前田重廣君

北野君、高野山のよいモデルさん写真を有り難う。

東海広光君

栗木会長、臼井幹事、財団セミナーお疲れ様でした。

めまぐるしく変化する財団の勉強会は大変難しかった

です。

台風が無事通過して一安心。東シナ海で直角に曲がる

ことが予測できる日本のスーパーコンピューターって

凄いですね。

山田幸治君

栗木会長、順調な滑り出し、オメデトウ！会長卓話も

一頁に納まりました。

「図説団塊の世代」が好評です。特に希望のある方は

お申し出を！！

紅谷幸政君

栗木会長、お心遣い有り難うございます。北野君、写

真有り難うございます。

後藤袈裟美君

曾山流樹徳吟詠会第28回躍進曾山祭において、四段準

修師、雅号光岡信誠先生とご披露されました。誠にお

めでとうございます。

岩島裕芳君

釣り部会の総会、お疲れ様でした。清水君、有り難う

ございました。

児玉憲之君

通算5年間皆出席出来ました。有り難うございます。

中村普一君

釣り部会総会にて、今年より会長に任命されました。

。 。栗木年度環境保全委員長です よろしくお願いします

立松君、田邊君、ガラーさんの歓迎会出席有り難うご

ざいました。

田邊正紀君

中村君、立松君、ガラーさんからのウォッカ攻撃をか

わして頂き有り難うございます。今年のモンゴル支援

も楽しくなりそうです。現地では私も攻撃を受け止め

ます。

立松絹久君

、 。 、釣り部会総会ご出席の皆様 ご苦労様でした 黒川君

ご馳走様でした。

山田幹夫君

北野君に高野山参拝の写真を頂きました。

清水明俊君、横井久雄君

中村普一君、釣り部会会長おめでとうございます。今

後よろしくお願いいたします。

７月誕生日をお迎えの方々より

合 計 １９５，０００円

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

環境保全委員長 中村普一君

今年度環境保全では、地区の

方針を活かし、水の活性化に力

を入れようと思います。現在の

継続事業も引き続き援助してい

きます。

１ 大治町緑化整備の継続

２ 蟹江町ホタル育成会の継続

３ 水の活性化への取り組み

（ ）４ ノーカーデー5回 夜間例会※アルコールを飲用する日



地域社会委員長 後藤 眞君

今年度地域社会委員会、委員

長の後藤眞です。地域の安全、

安心、高齢者、障害者の為にロ

ータリークラブとして、病院、

行政、警察、消防等とも連絡、

相談しつつ地域社会に、より一

層の貢献をしたいと思います。

米山奨学委員長 石田智彦君

米山記念奨学会は、勉学、研

究のために日本の大学、大学院

に在籍している選ばれた、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。

１ 米山記念奨学会へ普通寄付金として、一人当たり5,00

0円の寄付をする。

２ 会員に米山功労者、マルチプル、メジャードナーにな

っていただくようPRしお願いする。

３ 特別寄付金の免税制度について説明する。

出席委員長 稲垣秀樹君

会長方針を基に、会員にロ

ータリー活動の原点でもあり

ます例会出席の意義と義務を

再認識できるよう働きかけを

していきます。例会欠席が続

いた会員にはお声掛け活動を

展開し、100％出席を目指したいと思います。独自のウェ

ブサイト上で開かれているロータリーＥクラブの例会とい

うのがあります。ロータリアンなら誰でもＥクラブの例会

に出席して欠席した例会のメークアップを行うことができ

ます。このような制度をご活用しながら、やはり基本は他

クラブとの交流ができる楽しみととらえ、他クラブへのメ

ークアップにて出席率アップへのご協力をお願いします。

職業分類委員長 後藤袈裟美君

１．職業分類選定には、最適の

業種を選んで理事会に報告す

る。

２．会員より分類の変更を希望

する申し出があった場合は、速

やかに理事会と協議し、適切な

職業分類が付与されるように努める。

３．未充填職業分類により、職業人を関係各委員会に協力

して会員増強に努める。

特に未充填を中心に増強に努めたい。

会員選考委員長 前田重廣君

． 、 、１ 推薦された方を その人格

職業上及び社会的地位がロータ

リアンとして適確な方か、クラ

ブ会員として相応しいか、委員

一同で評価して理事会に報告す

る。

２．選考は、公正且つ厳正に実施する。

３．各関係委員会との連携を密にし、入会候補の方を1名

でも多く確保する。

４．資格条件は自分達委員の目で確認する。

会員増強委員長 伊藤英毅君

現状のあまロータリークラブ

を会員の皆様に理解して頂き。

新しい仲間を増やすことが今後

のロータリ活動に第一課題だと

考えて、新会員の候補者を紹介

いただくように努めます。皆様

のご支援をお願い致します。

ロータリー情報委員長 鈴木正徳君

ロータリー情報委員会委員

長の鈴木正徳です。パスト会

長3年目の役職です、私はこの

委員会、今年度は、ロータリ

ーに関する勉強会を中心に活



動したいと思います。幸いにも沢山の予算を認めて頂き、

勉強会の為に有効に使わせて頂きます。内容別には事業計

画に今年度の方針は示さして頂きました。別に4回から5回

ほど、RLI方式で勉強会を行います。頑張りますのでよろ

しくお願いいたします。

会報委員長 田邊正紀君

あまRCの会報は、他のクラ

ブらからも評価されるものであ

り、紙面や内容面は従前の会報

を踏襲したものとする予定で

す。本年度の試みとしては、理

事を中心に、あまRCに対する

思い等を月に２回程度掲載していく予定です。理事以外の

皆様にも、あまRCへの思いを積極的に投稿いただければ、

掲載させていただきたいと思います。

ニコボックス委員長 栗本裕子君

ニコボックス委員長を仰せつ

かりました栗本でございます。

今年度ニコボックス委員会で

は、スマイル度数マックスで皆

様をお迎え致します。初心に立

ち返り、皆様が快くご投函頂け

る環境つくりに専念をして参りますので、ニコニコカウン

ターが幸福の「奉仕の泉」となります様 皆様の暖かいご、

協力をお願い申し上げます。ニコボックス賞は年2回を予

定致しております。宜しくお願い申し上げます。

雑誌委員長 加藤春視君

「ロータリーの友」への関心を

深め、少しでも多くの会員に読

んで戴けるよう努めます。その

ためには、掲載された内容をピ

ックアップして月に一回紹介し

ます。また会員の皆様に投稿を

促します。

プログラム委員長 武藤正俊君

栗木年度のプログラム委員会

としては、クラブ計画書に書か

れている4項目を中心にプログ

ラムを計画していますが、特に

卓話については、皆様のご協力

を得ながら、何かに秀でた方に

卓話をお願いしたいと考えております。また会員相互の親

睦と、有意義なプログラムとなるように努力し、実施いた

します。

広報委員長 西川広樹君

本委員会は、ロータリー活

動が地域社会に幅広く理解さ

れる様に、ロータリークラブ

に関する情報を、一般に広く

提供するための広報活動を行

う。特に本年度は、ガバナー

方針で広報活動に力を入れる。7月18日に会長幹事にも同

席していただいて、クローバーテレビの社長、中日新聞の

担当記者と会食することになっております。

会場委員長 黒川元則君

今年度、会場委員会委員長

。を仰せつかりました黒川です

昨年、会場副委員長を務め委

員長の下で色々な経験、勉強

をさせて頂きました。その経

験を活かし今年度会長方針に

基づきながら新しい事にも取

り組み、また皆さんのご協力やお力添えをお借りして清々

しい、さわやかな例会運営に努めさせて頂きたいと思いま

す。

保健委員会 藤田淳士君

本委員会は、会員及びその

家族並びに従業員等相互の健

康を維持し、クラブの発展に

寄与する目的で発足した。昨

年度の高山会長の「会員出席



率100％」の目標をほぼ達成したが、今年もその目標を維

持するため、会員の健康に関し最大限協力する。

１．今年も「病気の予防」を重点に置いた卓話を、DVDを

使用してわかりやすく説明する。2回企画。

２．例会日は勿論、随時申し出があれば、その都度会員及

びその家族、従業員の健康相談に積極的に協力する。

7月28日MENU

うな丼

例会日 クラブ名 場 所

7/29 火 名古屋城北 東急イン（ ）

名古屋錦 名古屋ガーデンパレス

7/30 水 名古屋名北 APAホテル（名古屋錦）（ ）

「ロータリーと出会わなかった私」

田邊正紀君

私の祖父田邊三郎は、生前、INAXの社長を勤めており、

まだ愛知県と長野県が同じ地区であった頃、ガバナーをや

らせていただいたことがあると聞いています。当時、小学

生だった私は、祖父の横柄な態度が気に入らず（少なくと

も私はそう感じていました 、祖父の家に遊びに行ってもほ）

とんど話をしたことがありませんでした。今思えば、祖父

からもっと話を聴いておけば、当時から私の世界ももっと

広がっていたと思います。今更ながら、もったいないこと

をしたと思います。

ア ド リ ア 海 ・ エ ー ゲ 海 ク ル ー ズ 31

山田幸治君

次はサンマルコ寺院に入場しました。寺院の天井の絵が

素晴らしいのですが、残念ながら撮影禁止です。

サンマルコ寺院入り口の絵

寺院の周囲も水没

寺院の中にも海水が

訂 正

先週のウイークリー「あまクラブこぼれ草」を以下の通り

訂正いたします。

「ロータリーは遊びだ、車のハンドルのようなもの」

の箇所を

「ロータリーは遊びだ 「車のハンドルのようなもの（ハ」

ンドルにも遊びがある 」に訂正。）


