
２０１５年７月１３日（晴れ） 第２週 第２１１７回例会

”日も風も星も”Song

平松清美ガバナー補佐（尾西RC）他2名Visitor

Attendance

８０名 ４名 ９３．９４％会員 欠席 出席率

６月分修正出席率の報告

100％ ０名６月 １日出席率 欠 席

100％ ０名６月１５日出席率 欠 席

100％ ０名６月２２日出席率 欠 席

100％ ０名６月２９日出席率 欠 席

東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。本日は平松ガバナー補佐訪問例会

でございます。平松ガバナー補佐、加藤地区副幹事、犬飼

分区幹事ようこそあまロータリークラブへお越しいただき

ました、心より歓迎申し上げます。

平松ガバナー補佐は、2760地区加藤陽一ガバナーより

任命され、ここ西尾張分区9クラブの運営に関して私ども

会長、幹事のご指導をしていただく役目でございます。先

程例会前に別室にて会長、副会長、幹事、会長エレクト、

副幹事そして黒野ガバナー補佐エレクトが出席し懇談会が

開催され、ガバナー補佐よりご指導をいただきました。あ

まRCでは次年度黒野晃太郎さんが西尾張分区ガバナー補佐

。として一年間努めさせていただくことと決まっております

皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。今回の平松

ガバナー補佐訪問の目的は来月8月17日の津島RCさんと

の合同例会に、加藤陽一ガバナーに公式訪問をしていただ

きます。ガバナー公式訪問がスムーズに所期の目的を達せ

られるよう、あまRCの実情をガバナーに情報提供し、報告

するための本日の訪問です。本日例会終了後役員、理事、

各委員長、新会員さんに集まっていただきクラブ協議会を

開催いたしますので、分からないことや疑問に思っている

ことをどんどん質問していただき、ガバナー補佐訪問を意

味あるものにしていただきたいと思います。

さて、今日はサッカーのお話をしたいと思います。今か

ら85年前の本日、1930年（昭和5年）7月13日にFIFA

国際サッカー連盟・ワールドカップ第１回大会が南アメリ

カ、ウルグアイで開催されました。そもそも歴史を紐解き

ますと国際サッカー連盟FIFA（Federation Internation

ale de Football Association）がオランダ・スイス

・スウェーデン・スペイン・ドイツ・デンマーク・フラン

ス・ベルギーの8ヶ国で創立されたのが今から112年前の

1904年5月21日だそうです。私共のRCがシカゴで創立

されたのが1905年2月23日（明治38年）ですから約9ヶ

月早かったようです。そんな頃ポール・ハリスはシルベス

ター・シール、ガスターバス・ロア、ハイラム・ショーレ

ーと親睦と相互扶助のクラブを創る構想を練っていたので

はないでしょうか。今予選が行われている男子サッカーは

７月２０日（第２１１８回）Today
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次回第21回大会は2018年モスクワで開催されます。なお

先週行われました女子サッカーワールドカップではなでし

こジャパンが準優勝で素晴らしい成績で終えることができ

ました。皆さんご存じだと思いますが準決勝のイングラン

ド戦での決勝点は川澄からの縦パスが大儀見と岩渕の前に

出た瞬間イングランドのバセット選手がクリアしようとし

てオウンゴールとなってしまいました。テレビで見ていて

一瞬何が起きたのだろうかと思われた人も大勢みえるかと

思います。ボールが上のバーに当たりゴールキーパーがク

リアしたようにも見えましたがゴールしていたのです。ボ

。ールから離れている主審には縦位置で見にくいところです

そして良く誤審が発生するケースでしたが、現在この大会

では「ホーク・アイ」というシステムが導入されボールが

ゴールラインを通過したと判断されれば1秒以内に主審の

腕時計にGOALの文字表示と15秒間の振動を伝えるとな

っています。ですから主審から見にくい位置でもゴールの

判定ができるようになっているのです。先日から行われて

いるウインブルドンのテニスの試合で「チャレンジ」とし

て映像でボールが入っているかどうか確認するというシス

。 （ ）テムと同じだそうです 費用は一会場20万ドル 2500万

くらいかかるそうです。次回はフランスで開催され、その

次の2023年は日本が開催地に立候補しているそうです。

以上で会長挨拶とさせていただきます。

平松ガバナー補佐を囲んで懇談会

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 次回例会は7月20日（月）夜間友愛例会です。7月27

日（月）の例会振替となります。

場所 展望レストラン「パステル」

名古屋国際会議場７F

受付 18:00より

２ 西川広樹君がベネファクターに寄付されました。

３ 黒野晃太郎君が第3回マルチプル・ポール・ハリス・

フェロー、第5回米山功労者に寄付されました。

４ 東海広光君に第1回米山功労者感謝状が参りました。

５ 児玉憲之君に第3回米山功労者感謝状が参りました。

。６ 黒野晃太郎君に第5回米山功労者感謝状が参りました
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ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問

国際ロータリー第2760地区 西尾張分区

2015－16年度ガバナー補佐 平松清美君

皆様、こんにちは、西尾張分区担当のガバナー補佐 平

松清美でございます。あまRCの皆様方はロータリー歴も長

く、数々のお役職を経験されるなど、全ての面で素晴らし

い先輩ばかりです。その様な皆様の前で、未熟な私ですが

僭越ながらガバナー補佐としての役割を果たさせていただ

きます。何卒、よろしくお願い申し上げます。

47周年の歴史のある「あまRC」さんは、79名という大

勢の会員と年齢層も幅広い組織ですのに、心地よい凛々し

さと温かい雰囲気が伝わってきます。2名の女性会員さん

ものびのびと活躍しておられる様子。素晴らしいクラブで

すね。前年度はモンゴルの学校支援、モンゴルのRCとの交

流。今年度はフィリピン共和国の児童養護施設への援助、

海部郡四小中学校への教育支援などなど、まさに人の為、

社会の為、世界平和の為に貢献しておられる頼もしい活動

の数々に心を打たれました。また、クラブ計画書を拝見し

感動しました。東海会長の方針を受けて考えられている各

委員会の活動方針や活動の内容は見事です。地域に密着し

た思いやりの実践、喜びを分かち合う会員相互の親睦やユ

ーモアのある楽しい例会の工夫、12種にわたる趣味の会、

親日国の台湾との姉妹連携など、わくわくするような活動

に魅力と活力を感じました。ほのぼのとした気持ちになり

ました。後ほど、詳しくお聞かせ下さい。

では只今よりＲＩ会長と加藤ガバナーの方針についてお

話をさせていただきます。

１．国際ロータリー会長 ラビ・ラビンドラン様の「世界

へのプレゼントになろう」と言う方針について特に私が心

に残っていることを申し上げます。ラビンドラン会長は私

達の人生の価値は役職でもない。資産や肩書でもない。ど

れほど人や社会に「愛の手を 「おもいやりの心を 「自分」 」

にできる精一杯の支援を」与えたかによって人として生き

ていく価値が決まる。と述べられています。そして、本当

に大切なことに目を向け 「心の贈り物」ができることが充、

実した意義ある人生ではありませんか。と自分の「願い」

を熱く語られていました 「世界へのプレゼントになろう」。

は「心の贈り物」ができるロータリアンであることに誇り

を持とう。と呼びかけられたと思いました。

２．2760地区 加藤陽一ガバナーの方針

地区方針は「ロータリーの原点に学ぶ」―友情と寛容の

輪を広げよう―です。行動指針は、①高潔なロータリアン

を目指し、常にバッチを着用する。②例会に積極的に出席



し、ロータリー活動を楽しむ。 ③自主的クラブの運営。

④会員増強・退会防止。⑤地区の改善・改革。この5点で

す。

加藤ガバナーの方針 「熱き思い」をお伝えさせていただ、

きます 「ロータリーの原点に学ぶ」と言う言葉の解釈は、。

原点に戻ろうというのではなく、もう既に「職業奉仕は勿

論、人の為、社会の為、世界平和の為に、惜しみなく活動

を続けている質の高い、誇りを持った素晴らしいロータリ

アンであることを自覚して誇りを持っていて欲しい」とい

。 、 、う願いが根底に流れています ガバナーは 活動を通して

今まで受け継がれてきたロータリーの精神やルール、きり

っとした厳しさ等を大切にして、自分を今一度見つめて、

襟をただしませんか。と呼びかけられたのです。今まで、

自らの職業を通して社会奉仕をし、さらに人のために、地

域社会のために、世界平和のために貢献し続けてきたロー

タリアンとロータリーの価値ある活動に加藤ガバナーは誇

りを持っておられるからです。そうした「奉仕の道」に熱

意を燃やし、いつも「心からの贈り物」ができる活動を継

。 。続して欲しい その感動を共有したいと願っておられます

また、今年度は特に、ロータリアン同士が例会やその他の

会合、様々な活動を通して相互に語り合い、知り合うこと

により友情と親善を深めて欲しい。そして、認め合い、尊

重し合い、理解し合う人間関係で結ばれることを願ってお

られます。なぜならばロータリアンが、自らの見方、考え

方を十分に語り、時には議論し討論し合うことで、多様な

価値観に触れ、自らを高め、多様な価値観を共有できる。

相手のよさや考え方を受け止めたり、感動したりもする。

。仲間と理解し合えた喜びと心地よさを体感できるからです

その喜びは人のため、社会のために貢献できる活力にも繋

がります。それが、より高潔な誇りを持ったロータリアン

であると思っておられます。加藤ガバナーは、このような

考えのもとで今回「原点に学ぶ」という表現をされ、品性

を保ち、誇りを持ち、夢と希望に満ちた活力あるロータリ

アンになろうではありませんか。と呼びかけられました。

素晴らしい方針だと思いました

３．行動指針について

次に行動指針についてお伝えします。

①高潔なロータリアンを目指し、常にバッチを着用する。

②例会に積極的に出席し、ロータリー活動を楽しむ。

③自主的なクラブの運営

④会員増強・退会防止

⑤地区の改善・改革

４．その他（次はお願いとお知らせです）

①加藤年度に各クラブがRI会長賞を是非もらっていただき

たい。

②「希望の風基金」のお願いです。東北の震災で両親、片

親を亡くされた子供さん約130人に毎月5万円を寄付。そ

の他で5万。20年プロジェクトとして続けたい。ロータリ

アンに各1,000円の寄付をお願いしたい。

③世界大会は今年度は韓国の「ソウル」です。是非、ご参

加ください。

④10月24日（土 ・25日（日）のWFFワールドフード・）

ふれ愛フェスタについてお願い。

⑤お知らせ

・地区大会は10月31日（土）～11月1日（日）に開催

されます。ホテルキャッスル（ホストは岡崎RC）

・ＩＭを行います。28年２月６日（土）ニューグランド

ホテルです。

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

アッセンブリー風景



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

平松清美 ガバナー補佐、犬飼万壽男 地区幹事より

加藤睦彦 地区副幹事より

東海広光 会長

・平松ガバナー補佐、加藤地区副幹事、犬飼分区幹事、ようこそあまロータリークラブへ。心より歓迎申し上げます。クラ

ブ協議会、よろしくご指導いただきますようお願いいたします。

・藤田隆志君をあまロータリークラブへお迎えでき、感無量です。父上の分も頑張って下さい。そしてロータリーを楽しん

で下さい。

・初代会長 「見よ東海の空明けて」初例会乾杯のご発声有り難うございました。私にとりまして、心に残る例会となりまし、

た。

西川広樹 副会長

・平松清美ガバナー補佐をお迎えして。

児玉憲之 幹事

・平松清美ガバナー補佐をお迎えして。

伊藤正征君

・田中清隆君、渡辺均君、先日は大変お世話になり、楽しい一時を有り難うございました。

・渡辺均君、夏場所の初日、テレビから応援する姿を拝見し、夏が来たなぁと感じました。

加藤憲治君

・昨日と一昨日、市観光協会主催の蓮見の会、熱中症もなく終了しました。疲れました。

大竹敬一君

・平松清美ガバナー補佐を歓迎して。

高山 敏君

・平松清美ガバナー補佐をお迎えして。

・渡辺均君、先日はお世話になりました。

・藤田隆志君、入会おめでとうございます。会員の皆様、よろしくお願いします。

中西 巧君

・会社の決算が終わりました。今年も少額でしたが納税出来ました。お客様と社員達に感謝です。

青本道春君

・ロータリアンのユーモアあふれる会話に癒されます。

紅谷幸政君

・後藤雅光君、先日はお世話になりました。

藤田秀樹君

・日本生命の藤田です。これからどうかよろしくお願いします。

後藤袈裟美君

・平松清美ガバナー補佐をお迎えして。

後藤雅光君

・ガバナー補佐をお迎えして。

家田安啓君

・ご苦労様です。

伊藤英毅君

・久し振りに女房と東京に出かけました。歌舞伎もコンサートも素敵でした。

加藤春視君

・平松清美ガバナー補佐をお迎えして。

加藤 徹君

・社内技術アイデアコンテスト。名鉄グランドホテルさんに大変お世話になりました。おかげで大盛況でした。

栗木和夫君

・リラックスして、30度オーバーの北海道で美味しい食事を楽しみました。



黒野晃太郎君

・平松清美ガバナー補佐をお迎えして。

木下章吉君

・平松ガバナー補佐をお迎えして。

前田重廣君

・平松清美ガバナー補佐を心より歓迎します。

水谷安紀君

・平松清美ガバナー補佐をお迎えしまして。

水野 眞君

・東京サントリーホールで歌舞伎狂言をオペラで表現の公演、違和感なく楽しめました。

酒井和雄君

・盛岡より乗り合いバスで1日1本2時間の秘湯、八幡平の藤七温泉「The 露天風呂」最高。伊藤英毅君に感謝。

篠田正志君

・平松ガバナー補佐をお迎えして。心より歓迎します。

田中正博君

・平松清美ガバナー補佐をお迎えいたしました。

立松絹久君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

冨田喬司君

・ニコボックス、ご苦労様です。

臼井幹裕君

・平松清美ガバナー補佐を歓迎して。

・栗木君、北海道より楽しいお電話、有り難うございます。

山田尊久君

・通算5年皆出席出来ました。有り難うございます。

投函件数３２件 合 計 ９１，０００円


