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”君が代・奉仕の理想”Song

米山奨学生 グエン シン コン君Guest

Attendance

７９名 ６名 ９１．４３％会員 欠席 出席率

東海広光 会長President Time

あまロータリークラブは昭和44年6月16日に創立され

早４７年を迎える事となりました。これも初代会長大竹和

美さんそして後藤袈裟美さん、生沼克芳さん、田中清隆さ

ん、木下章吉さんのチャーターメンバーの皆様、及び神戸

パストガバナーを始めとする諸先輩方が着実にして堅実な

クラブ運営と育成に努めてこられ、様々な活動や思いによ

り継承されてこられた結果として感謝申し上げます。今そ

のような素晴らしいクラブの第47代会長として責任の重さ

に身の引き締まる思いでおります。今年度RI会長スリラン

カ、コロンボ・ロータリーのラビンドラン会長は『世界へ

のプレゼントになろう』 『Be a gift to the worl

d』 と発表されました。私たち人生の価値はどれほど得た

、 。かではなく どれほど与えたかによって判断されるのです

ですから苦しんでいる人から目を背けずに、その苦しみを

和らげてあげましょう。同情の言葉をかけるだけでなく実

。 、際に何かしてあげましょう 社会から享受するだけでなく

社会に貢献しましょう 「せっかく授かった命であるのでロ。

ータリーを通じて何か一つでも世界に貢献できることを世

界にプレゼントしよう」という趣旨だと思います。皆さん

も一年間ロータリー活動を通じて世界にプレゼントできる

ことを探しましょう。2760地区瀬戸ロータリークラブの

加藤陽一ガバナーは『ロータリーの原点に学ぶ』～友情と

寛容の輪を拡げよう～とテーマを掲げられました 「ロータ。

リアンらしくプライドを持って行動して欲しい。また例会

に出席して楽しく活動して欲しい」とも述べられました。

今年度私が会長を務めさせていただくにあたり、会長方針

は「ロータリーを学び・ロータリーを楽しもう」とさせて

。 、 、 、いただきました ロータリーの歴史 職業奉仕 社会奉仕

等々少しずつ学びながら、楽しい例会運営に努めたいと思

います。

この一年、西川副会長、児玉幹事、髙山クラブ奉仕委員

長を始めとする役員・理事さんと力を合わせて円滑な会の

運営に努めますので会員の皆様の思いやりある温かいご協

力をよろしくお願いいたします。クラブを継承するには、

まず第一に家族から厚い信頼を受け日々幸せに暮らせる健

康で円満な家庭を築くこと、第二に社会から厚い信頼を受

け健全で優良な企業を築くことであると思います。47代会

７月１３日（第２１１７回）Today

担当 東海広光 会長

演題 ガバナー補佐訪問

平松清美ガバナー補佐（尾西RC）

７月２０日（第２１１８回）Next Week

担当 伊藤正征 親睦活動委員長

演題 夜間友愛例会

於 「パステル」名古屋国際会議場７F

（ ）7/27例会振替



長としてあまロータリークラブのオリジナリティーを大切

にしクラブのあり方を考え直しさらなる地域の発展に貢献

し、クラブを50周年の節目へと継承させていきたいと思い

ます 『人生は自転車のようなものだ、倒れないようにする。

には走り続けなければならない』これは物理学者アインシ

ュタインの言葉です。確かに自転車は走り続けていれば慣

性の力で比較的楽に前進することができますが、一度止ま

ったり休みすぎてしまうと、動き出すのが大変だったりし

ます。私も一年間クロスバイクに乗りふらふらするかもし

れませんがひたすら走り続けます。それでは一年間どうか

よろしくお願いいたします。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ ガバナー補佐訪問のご案内

日時 7月13日（月）

場所 名鉄グランドホテル 11F

※例会終了後、クラブアッセンブリーがあります。

２ 上半期会費等を請求させて頂きましたので、よろしく

お願いします。

３ 東海広光君が第2回マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェロー、第1回米山功労者に寄付されました。

４ 児玉憲之君が第2回マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェロー、第3回米山功労者に寄付されました。

米山奨学生 グエン シン コン君

２ ０ １ ４ ～ ２ ０ １ ５ 年 度 出 席 賞

通算２５年皆出席賞

山田幹夫君

通算２０年皆出席賞

石田智彦君

通算５年皆出席賞

舩原久尚君 加藤 徹君 黒川元則君 宮下忠克君

田邊正紀君 山田尊久君 吉田 勤君

年間最多出席賞

第１位 鈴村與左衛門君（200％）

（ ） ）第２位 栗木和夫君 129％ 第３位 臼井幹裕君(126％



年間ホームクラブ皆出席賞

後藤 眞君 稲垣秀樹君 児玉憲之君 武藤正俊君

東海広光君 臼井幹裕君

年間100％以上出席

紅谷君 藤田（淳）君 舩原君 福嶋君 後藤（眞）君

家田君 今西君 稲垣君 石田君 板津君 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 北島君 児玉君 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

篠田（正）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 東海君

上田君 臼井君 宇津山君 山田（幹）君 山田（尊）君

山本君 横井君 吉田君

会長バッジ引き継ぎ

前会長・幹事に記念バッジ進呈

ゴルフ部へ会長賞進呈

乾杯の発声は大竹和美君



新 役 員 ・ 理 事 挨 拶

会長 東海広光君

今年度のテーマを『ロータ

リーを学び ロータリーを楽

しもう』とさせていただきま

した。会長挨拶の中に学びの

場を入れながら、また、友愛

例会、家族会などはできるだ

、け大勢の皆様にご参加いただき楽しい会にいたしたく会員

家族の皆様には一年間温かいご支援、ご協力をよろしくお

願いいたします。

『Study Rotary Enjoy Rotary』

副会長 西川広樹君

本年度、副会長を拝命いた

しました西川でございます。

会長方針の「ロータリーを学

び、ロータリーを楽しもう」

のお手伝いができるよう一生

懸命頑張りますのでよろしく

お願いいたします。

会計 北野庸夫君

ピーク時に比べ会員も減少

し、収入も減っていますが、

予算の範囲内での健全な会計

運営に努めます。

SAA 黒野晃太郎君

例会及びクラブの会合が、

楽しく品位あるものとなるよ

う努力する。

会長エレクト 篠田正志君

前年は栗木会長のもと、副

会長として色々な事業に参加

させて頂き、学ぶ事が多く有

りました。

本日よりスタートします東

海年度に於いても役員の一員

として協力しながら理事会の皆様からご指導を頂き、次期

へ向けて準備を進めていきたいと考えております。 会員

の皆様方には、ご支援・ご協力をよろしくお願いします。

直前会長 栗木和夫君

会長職が終わっても、あま

りリラックスしないで、緊張

感を持って理事会及び例会に

出席します。東海丸が立派に

航海をされることに協力しま

す。

副幹事 黒川元則君

副幹事を仰せつかりまし

た、黒川です。この１年色々

な勉強をし、次年度に生かし

ていきたいと思っております

ので、皆様のご指導、宜しく

お願い致します。

クラブ奉仕委員長 高山 敏君

今年度クラブ奉仕委員長を

仰せつかりました高山です。

RIテーマ｢世界へのプレゼン

トになろう｣、東海会長方針

｢ロータリーを学び ロータ

リーを楽しもう｣そして東海

年度の目標である｢充実した

例会の開催｣｢会員増強と退会防止｣｢出席率100％｣を実践

すべく13委員会の連絡・調整を密にし、この１年会員相互

の親睦と友情を深めクラブの活動が円滑に進むよう努力い

たしますので、皆様のご協力宜しくお願い致します。



親睦活動委員長 伊藤正征君

親睦活動委員会委員長を

拝命しました、伊藤正征で

す。親睦委員会としては、

会長方針は元より、東海会

長の大好きな親睦活動への

熱い想いを、誕生日に素敵

なプレゼントから始まり夜

間友愛例会、秋の家族会、年末家族会とロータリー会員と

ご家族へより親睦を深める為にこの一年、楽しい企画をし

ていきますので、どうぞ、沢山の参加の程よろしくお願い

致しまして私の挨拶とさせて頂きます。

職業奉仕委員長 家田安啓君

職業奉仕委員会は、ロー

タリー活動の中における5つ

の奉仕委員会の中でも重要

な柱となるものですが、同

時に職業奉仕とは何か、と

いう問いに対しては、最も

回答が難しいものと思いま

す。日頃からまじめに自らの職業に取り組んでいることが

職業奉仕の実践であると信じていますが、同時に、それは

日々改善し、前進する余地があるものであると感じていま

。 、す 会員各自の職業の実態を会員相互で理解し合うことが

それぞれの職業に対する改善や前進に役立つものと考えて

います。この1年、そのための取り組みをしていきたいと

考えています。

社会奉仕委員長 加藤春視君

会長方針「ロータリーを学

び ロータリーを楽しもう」

に即して、地域社会に役立つ

事業に協力してまいります。

また、環境保全委員会 吉田

委員長、地域社会委員会 前

田委員長と連携を図り活動を行い地域の諸団体が行う社会

奉仕活動を支援協力していきます。機会があれば防災（安

全・災害）について卓話の依頼をしたいと考えています。

。一年間皆様方のご指導とご協力をよろしくお願いいたします

青少年奉仕委員長 山田尊久君

東海会長、児玉幹事の指

導の下、後藤雅光前青少年

奉仕委員長の指導を仰ぎ、

地域の青少年を育成するた

めの援助活動を行います。

特に、文化、芸術活動を通

して、自己を高め、地域と

のつながりを広めようとしている青少年の活動を支援して

いきたいと思います。

国際奉仕委員長 大竹敬一君

47代東海会長のもとで、

理事・国際奉仕委員長をお

。おせつかりました大竹です

会長方針「ロータリーを学

」び ロータリーを楽しもう

を実現すべく、児玉幹事と

連絡を密にして、１年間頑

張りたいと思います。具体的には、フィリピンでの国際貢

献事業、台湾・汐止RCとの継続的交流、ソウル国際大会へ

のより多くの参加です。国際的活動では多くの経験をお持

ちの中西副委員長と協力して、東海会長の提唱される「楽

しい国際交流」をより多くの会員の皆様とともに実践した

いと思います。よろしくお願いします。

ロータリー財団委員長 渡辺 均君

ロータリーとはご承知の通

り、国際的な奉仕の団体であ

り、その中でもロータリー活

動の運営の原資を寄付いただ

くのがロータリー財団の役割

でございます。委員会として

皆さんにご寄付のお願いに上

がりますので、よろしくお願いいたします。

幹事 児玉憲之君

第47代東海年度の幹事職を拝命しました。これから1年

間という長期に渡って伝統と格式あるあまロータリークラ

ブの運営をしていくという大役をおおせつかり、身も心も



引き締まる思いです。東海会

長の方針「スタディロータリ

ー エンジョイロータリー」

を忠実に実現できるよう、役

員・理事・各委員長・会員の

皆様と協力しながら、また、

第2760地区との連絡を密接

にとり会員が同一情報を共有できるよう精一杯頑張ってい

きます。まだまだ、未熟な私ですので、皆様の御指導・御

鞭撻を頂きますようどうぞよろしくお願い申し上げます。

例会日 クラブ名 場 所

7/15 水 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル（ ）

名古屋守山 マリオットアソシア

7/16 木 名古屋西 マリオットアソシア（ ）

名古屋丸の内 名古屋クレストンホテル

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 １

尾張四観音（笠寺、荒子、龍泉寺）のひとつ。正式名称

は鳳凰山甚目寺 その縁起文によれば 伊勢の甚目龍麿 た。 、 （

つまろ）なる人が、現在の甚目寺観音東にて漁労中、紫金

（ ） 。に光り輝く聖観音像 しょうかんのんぞう を網にかけた

龍麿は喜び、その入江の北に堂を建て観音を安置し奉った

のが本寺であるという。創建は古く597年と伝わり、平成

初期の本堂立替による発掘調査では白鳳（はくほう）時代

の軒丸瓦（のきまるがわら）を出土するなど、7世紀後半

にはその存在が確実視される 鎌倉時代の愛染明王坐像 あ。 （

いぜんみょうおうざぞう 、桃山時代の仁王像など重要文化）

財も多い。

第 ４ ２ ０ 回 ゴ ル フ 部 例 会

2 0 1 ５ 年 ６ 月 1 ８ 日 桑 名 C C

優勝は武藤君

会長賞は谷川君

Rank N A M E OUT IN GROS H'C NET

優勝 武藤正俊 41 42 83 12.0 71.0

２位 北澤英一 38 46 84 12.0 72.0

３位 高山　敏 48 45 93 19.2 73.8

４位 大竹敬一 44 39 83 7.2 75.8

５位 臼井幹裕 73 63 136 60.0 76.0

６位 板津和博 47 46 93 16.8 76.2

７位 西川広樹 47 51 98 21.6 76.4

８位 栗木和夫 49 43 92 14.4 77.6

９位 谷川浩司 46 50 96 16.8 79.2

１０位 松井英治 51 49 100 19.2 80.8

１１位 北野庸夫 47 45 92 9.6 82.4

１２位 伊藤正征 48 49 97 14.4 82.6

BB 東海広光 50 48 98 14.4 83.6

蛍 加藤春視 46 50 96 12.0 84.0

北澤英一 (No4)

北野庸夫 (No8)

伊藤正征 (No12)

　　ドラコン賞 加藤春視 (No5)

北澤英一 （No7）

　　ニアピン賞



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・ ロータリーを学び ロータリーを楽しもう」をテーマに、今日から会長を務めさせていただきます。楽しい1年間にいた「

したく、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

・大竹初代会長、乾杯のご発声をよろしくお願いいたします。

西川広樹 副会長

・初例会です。よろしくお願いします。

児玉憲之 幹事

・東海年度が始まりました。皆様1年間よろしくお願いいたします。

大竹和美君

・乾杯の発声をさせて頂きます。

石田智彦君

・久し振りの例会出席です。栗木年度にご迷惑おかけしました。

・大竹初代会長さん、大変お世話になりました。

・渡辺均君、素敵なプレゼント有り難うございます。

・2回の手術・入院で、2年遅れで在籍20年表彰を頂けるそうです。有り難いことです。

・家田弁護士、色々お世話になります。

大竹敬一君

・東海年度初例会おめでとうございます。

山田幸治君

・栗木会長お疲れ様でした。東海会長頑張れ！！

・入会2年目から会報委員会でした。東海会長、会報から開放して戴き、有り難う。42年間会報の校正をしました。

・今日から44年目です。

青本道春君

・新会員加入させていただき、大変有り難うございました。

・大竹敬一君、七夕の竹をいただき、有り難うございました。

篠田正志君

・東海年度のスタートおめでとうございます。役員・理事の皆様、よろしくお願いします。

・ニコボックス賞頂き、有り難うございました。

高山 敏君

・栗木年度、役員・理事、各委員長の皆様、1年間ご苦労様でした。

・今年度クラブ奉仕委員長を務めさせて頂きます。よろしくお願いします。

紅谷幸政君

・東海丸出航おめでとうございます。栗木君、お疲れ様でした。後藤雅光君ご馳走様でした。

後藤袈裟美君

・東海君、いよいよ船出ですね。頑張って下さい。理事・役員の皆様の奮闘を願います。

家田安啓君

・職業奉仕委員長を拝命いたしました。よろしくお願いします。

今西邦弘君

・東海丸の船出を祝して。

稲垣秀樹君

・現在インドネシアにいます。出席賞の発表は、副委員長の松井君にお願いしました。

岩島裕芳君

・東海会長、頑張って下さい。栗木PP、お疲れ様でした。大竹初代会長、有り難うございました。

河瀬文一君

・ニコボックス委員、頑張って下さい。



北野庸夫君

・東海会長、1年間ご苦労様です。会計として頑張ります。

黒川元則君

・東海年度役員・理事の皆さん、よろしくお願いします。

栗木和夫君

・東海年度が素晴らしい年度になります事をお祈りします。

・会員の皆様には、1年間お世話になり、有り難うございました。

栗本裕子君

・東海年度の発会おめでとうございます。臼井ニコボックス委員長にエールを贈ります。

光岡 朗君

・東海丸の出航が無事終わりますように。健康をお祈りします。

水野 眞君

・今年度、またよろしくお願いします。

立松絹久君

・本年度ソングリーダーを仰せつかりました。1年間お耳ざわりですが、よろしくお願いします。

冨田喬司君

・今年も1年よろしくお願いします。

山田尊久君

・東海年度の青少年奉仕委員長を務めさせていただきます。よろしくお願いします。

吉田 勤君

・祝！東海年度の船出。成功をお祈りします。

本日出席の皆様より

・新年度発会として。

7月誕生日をお迎えの方々より

投函件数27件 合 計 ２９４，０００円


