
２０１５年８月３日（晴れ） 第１週 第２１１９回例会

”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 ７名 ８９．３９％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チャーターメンバーとして47年間

ご活躍いただきました第16代会長、生沼克芳さんが7月2

1日ご逝去されました。41才であまロータリークラブ創立

にご尽力いただき、会長、幹事は勿論のこと初代親睦活動

委員長、社会奉仕委員会7回、職業分類委員会7回、青少年

奉仕委員会４回、SAA３回、地域社会３回などをはじめほ

とんどの委員会に所属され、昭和59年には第16代会長と

して第777回例会をEXPO85移動例会として 「科学万博、

」 、つくば85 の見学に会員・ご家族73名の参加をいただき

例会を万博会場で開催されるなどあまロータリークラブの

ために大変ご尽力をいただきました。7月21日ご逝去され

ました生沼克芳さんに対しまして、生前のご活躍・ご功績

を偲び黙祷を捧げます。

今日はクラブアッセンブリーです。今年度は初例会、ガ

バナー補佐訪問、夜間友愛例会と行事が続きまして、本日

となりました。また次次週8月17日はガバナー公式訪問で

ございます。お盆明けの月曜日ですがロータリークラブに

とりましては一年のうちの最大のイベントでございますの

でご欠席の無いようよろしくお願いいたします。本日、各

。委員長さんに今年度の事業計画の発表をお願いいたします

今月は「会員増強・拡大月間」ですが、つい先日の7月2

8日、国際ロータリー日本事務局クラブ地区支援室よりメ

ールが届きました。特別月間の（8月）名称変更の案内で

す 「会員増強・拡大月間」が「会員増強・新クラブ結成推。

進月間」と2015年1月RI理事会で決定していたようです

が、RI本部担当部署から連絡が今日まで不達だったため案

内が遅くなったそうです。会員増強には、内部拡大・外部

拡大の2つがあります。内部拡大はクラブの区域内で得ら

れている適格な職業分類の代表者に入会してもらい、クラ

ブの会員数を増やすことです。外部拡大とは、ロータリー

がまだ存在していないところに、新しくクラブを設立して

。 、ロータリーを拡大し会員数を増やす活動です この活動は

地区においてはガバナーとスポンサークラブの協力で行わ

れ、無地区地域では国際ロータリー理事会のもとで遂行さ

れます。クラブの拡大は会員数増加の牽引車的役割を担っ

ています。ロータリークラブが抱える喫緊の課題が「会員
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増強」です。日本のロータリアンがマックスを数えたのが

1996年（平成8年）160,649人です。現在は約80,000

人と減少しています。減少の理由は経済的不況と高齢化に

よる自然減に予測はできるのですが、それ以外はよく分か

らないと言われています。しかし経済不況と高齢化以外の

理由を克服するためには 楽しいから皆と一緒にいたい 楽「 」「

しいから辞めるなんて考えられない 「そんな楽しい所なら」

自分も入りたい」というクラブにするための工夫を尽くす

ということにつきるのではないでしょうか。以上で会長挨

拶とさせていただきます。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ ワールドフード＋ふれ愛フェスタのご案内

日時 10月24日（土）～25日（日）

10:00～17:00

場所 栄 久屋大通公園

２ 地区大会のご案内

日時 10月31日（土）～11月1日（日）

場所 ウェスティンナゴヤキャッスル

※出席義務者以外で参加希望の方は事務局までお知

らせ下さい。

３ 新会員歓迎会のご案内

日時 8月26日（水）

場所 未定

４ 渡辺 均君がベネファクターに寄付されました。

５ 横井久雄君に新会員紹介ピンが参りました。

６ 西川広樹君に第8回米山功労者感謝状が参りました。

７ 東海広光君に第2回マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェローピンが参りました。

８ 黒野晃太郎君に第3回マルチプル・ポール・ハリス・

フェローピンが参りました。

９ 児玉憲之君に第2回マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェローピンが参りました。



米山奨学生 グエン シン コン君

皆様、こんにちは．米山奨学生のコンです。先日夜間友

愛例会にお招きいただき、誠にありがとうございました。

名古屋に着いて5年目になりましたが、初めて展望台から

このような立派な花火を見ることができました。大変嬉し

く思っております。次の日、ビザ面接のために大阪アメリ

カ領事館に行ってまいりました。お陰様で無事にビザを取

ることができました。それで、今月の16日から約一ヶ月間

にミシガン州へ研修しに行きます。良い経験を持って帰れ

るように頑張ってまいりますので、どうぞ宜しくお願いし

ます。

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

環境保全委員長 吉田 勤君

地域社会の住環境改善の

一助となるべく、環境保全

活動を行ってまいります。

身体奉仕活動では、美和か

しの木会の河川清掃活動、

あま市530運動に参加、ノ

、ーカーデイを3回程度実施

、 、寄付活動としては 大治いきいき花クラブへ寄付金の贈呈

学戸ホタルの会への育成機器の贈呈を予定しております。

地域社会委員長 前田重廣君

１．地域社会の活動場所へ参加し、若い世代と共に活動を

し、会員増強へ推進できればと思います。

２．地域の事業に参加し、共に社会奉仕が出来れば、ロー

タリー活動を理解して頂け、共に意識を高めることが出来

ると思います。そして、そ

の社会奉仕活動こそが、自

分達の役割だと思います。

米山奨学委員長 鈴木正徳君

米山奨学委員会の鈴木で

す。米山は日本独自の奨学

制度です。日本と世界を結

ぶ架け橋となる人材を育成

する大変重要な制度です。

以前は800人でしたが、現

在は700人ぐらいです。今

までに、18,104人を送り出してます。世界123ヵ国にな

ります。皆さんがたのお祝いや、嬉しい事や、楽しい事 幸

せな事と人生の区切りの時などに、ぜひご寄付をお願いい

たします。

クラブ奉仕委員長 高山 敏君

RI会長テーマ「世界への

プレゼントになろう 、あま」

クラブ会長方針「ロータリ

ーを学び ロータリーを楽

しもう」を基本として例会

運営を行う。

１．13委員会の連絡・調整

を密にし、各委員会の活動を通じて有意義な例会になるよ

うに努める。

２．当クラブの歴史と伝統を尊重し、秩序ある楽しい例会

を行い、出席率100％が継続できるように努める。

３．会員相互の親睦と友情を深め、クラブの活動を円滑に

進める事に努力する。

出席委員長 河瀬文一君

出席委員会としては、出席こそクラブの要であり、出席

無くしてロータリークラブの目的を達成することは出来ま

せん。例会出席にて親睦と改善、奉仕の心を醸成し、例会



への出席、行事への参加を

奨励し、出席率の向上と共

に会員相互の親睦を深め、

クラブの発展に努める。

職業分類委員 木下章吉君

１．職業分類の選定は、同

一職業分類に5名までの正

会員を選出できる規定を活

用し、理事会及び関係委員

会と協議する。

２．貸与されている職業分

類の変更を希望する会員の

申し出があった場合は、速やかに理事会に連絡し、より適

切な職業分類が付与されるように努める。

３．未充填職業分類表を作成し、関係委員会と協力して、

会員の増強に努める。

会員選考委員長 岩島裕芳君

私達の仕事は、事業計画

にありますように、会員よ

、り推薦された入会候補者が

RI定款第５条に定められた

資格条件を有するかを判断

することです。このRI定款

第５条の条件というのは、

「職業上または地域社会で良い評判を受けている方で、地

域社会の活動に自ら参加することによって、奉仕およびロ

ータリーの綱領への献身を示した地域社会のリーダーであ

ること」とあります。このような資格が私にあったとは到

底思われず、当時の会員選考委員会は、何か勘違いをして

しまったようです。このようなことがないよう、公正且つ

厳正に審査するつもりです。

会員増強委員長 加藤 徹君

代読 伊藤英毅君

3年後に50周年を迎えるあまロータリークラブ。本年度

は50周年を100名体制で迎

えるためにも会員増強にとっ

て大切な1年と考えておりま

す。

会員皆様のネットワークで

ご紹介いただいた候補者に対

して、しっかりフォローして

いくのはもちろんですが、ただ入ってくださいとお願いす

るのではなく、伝統あるあまロータリークラブの魅力を自

身の経験も含めしっかりとお伝えし、是非入りたいクラブ

だと思っていただけるよう心掛けてまいります。

ロータリー情報委員長 真木伸一君

東海会長の方針に基き、

新会員の研修会を実施し、

ロータリークラブの目的や

責務を説明してロータリア

ンとしての認識を高める。

、歴代会長会の幹事として

年２回の会合を通じて東海

会長を支援する。

新会員に地区大会、地区協議会、国際大会、家族会、趣

味の会などの参加を勧める。

一年間、皆様宜しくお願い致します 「感謝」。

会報委員長 大西晃弘君

今年度のクラブ会報委員

会の方針といたしまして、

クラブ内では会員同士のコ

ミュニケーションツールと

して、また対外的には、あ

まRCのPRツールとしての会

報の重要性をしっかりと認

識し、今まで以上に内容の充実した会報作りに取り組んで

いこうと考えております。詳細につきましては、クラブ計

、 、画書をご覧いただけたらと思いますが まずは例会の活動

報告を正確に記載し、スケジュール通り発行することを前

提に、先日のガバナー補佐訪問の際にもお褒めをいただき

ましたあまRCの会報の良さをしっかり継承しつつ、東海年

度ならではのエッセンスを組み込んでまいります。



会員の皆様には、会報制作へのご理解ご協力をよろしく

お願い申し上げます。

親睦活動委員長 伊藤正征君

奥様への誕生日の品をお

花、会員への誕生日の品は、

イージーワインオープナーと

させて頂きました。

親睦活動委員会として6つ

の企画をしております。会員

同士の親睦を深めるは勿論の

こと、ご家族様にロータリーを楽しんで頂き笑顔で帰って

頂く企画を計画しております。

１．7月20日（月）海の日に、国際会議場7Fパステルに

て夜間友愛例会を開催。120名に参加して頂き、港祭の花

火を観戦しました。

２ 9月5日 土 秋の家族会 しまかぜで行く伊勢参り 内． （ ） 。 （

宮）と海女小屋体験を計画中。既に皆様へ案内を発信。現

在の出欠報告53名となっております。まだまだ、我々の目

標100名に余裕がございます。

Aコース（50名）

集合10:00～特急しまかぜ～鳥羽11:54～観光バス～海女

小屋(12:45)～15:30伊勢内宮とおかげ横丁17:30～観光

バス～宇治山田駅伊勢ライナー18:14～名古屋駅着19:42

Bコース（50名）

集合7:15～アーバンライナ7:50ー～宇治山田9:15～観光

バス9:25～伊勢内宮とおかげ横丁9:45～観光バス～海女

小屋(12:45) ～賢島～ 特急しまがぜ15:40～名古屋駅

着17:45

３．12月19日（土）年末家族会

場所 名鉄グランドホテル

４．1月7日（木）新春夜間例会

場所 名鉄犬山ホテル

５．1月18日（月）年男・年女放談

場所 名鉄グランドホテル

６．6月20日（月）創立記念夜間例会

場所 名鉄グランドホテル

ニコボックス委員長 臼井幹裕君

私どもニコボックス委員会

は 青本君 北澤君 藤田(秀)、 、 、

君、藤田（隆）君という入会

１年未満の方が４名いるフレ

ッシュな委員会です 「ニコ。

ボックスって何ですの？」と

いう超初歩的なことから学ぶ

IDMを行い、何とかこの半年間を乗り切れそうな気がしま

した。何分至らない点があるかと思いますが、会員が例会

に楽しく出席できるよう頑張りますので、１年間よろしく

お願いします。

雑誌委員長 後藤雅光君

東海会長の方針に沿い

・ガバナー月信、ロータリー

の友を読む機会を多く取り、

ロータリー会員のレベルア

ップに努力する。

・新しく会員を増やす事に努

める。

プログラム委員長 立松絹久君

会長方針である「ロータリ

ーを学び・ロータリーを楽し

もう」をテーマにロータリー

に対する知識を深めるだけで

なく、ロータリーに参加する

からこそ得られる知識、情報

をお話しいただける卓話者を

会員の皆様にもご紹介いただき企画していきたい。また、

各委員会と協力し会員が楽しめる卓話も織り交ぜていきた

い。皆様のご協力をお願いします。

広報委員長 加藤憲治君

地区広報委員会へ出席し、活動方針についてレクチャー

を受けてきました。

１．広報のあり方

・各地域を巻き込んだイベントの実施。



・報道機関の活用（テレビ

・ラジオ・新聞等）

・各クラブへの情報伝達

（ホームページの活用）

２．地域社会への広報活動の

強化

・公共施設への雑誌の配布

（役所・病院・コミュニティセンター等）

・イベントの実施（各クラブにて検討）

３．各委員会との連携強化

・トピックス情報の収集

４．WFF（ワールドフード＋ふれ愛フェスタ）

（ ） （ ） 、 、・10月24日 土 ・25日 日 の2日間の参加 協力

要請のPR活動

会場委員長 北島奈穂子君

会場委員長を仰せつかり

ました北島でございます。

会場委員会としては【笑顔

でこんにちは！】と爽やか

な例会時間のスタートをき

れるよう、会員の皆様をお

出迎えすると共に、スムー

ズな会場設営に心がけて参ります。一生懸命務めさせて頂

きますので、暖かいお心でご協力頂きます様お願い致しま

す。

保健委員長 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。当初は婦人科を除く全

科の医師会員で構成されて

いたが、高齢化と共に構成

員の退会等による減少が続き、今日に至っている。最近で

は一般会員にも参加をお願いして、内部よりアドバイスを

受けている。

１．日常の健康を守るための健康卓話を年2回企画、特に

予防医学に重点を置く。

２．歯科医による「8020運動」を復活。

３．例会日は勿論、随時申し出があればその都度健康相談

に応じる。

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 ３

「須成祭の車楽船行事と神葭流し－蟹江町須成－」

冨吉建速神社（とみよ

したけはやじんじゃ ・）

八剱社（はちけんしゃ）

の祭礼として行われ、8

月第一土曜日の宵祭では

提灯で飾られた巻藁船

が、翌日曜日の朝祭では

人形を載せた車楽船（だ

んじりぶね）が蟹江川に

浮かぶ川祭りとして知ら

れている。牛頭天王（ご

ずてんのう）信仰に基づ

き疫病退散を願う祭り

で、朝祭翌日早朝には災

厄を託して葭（よし）を束ねた御神体を流す神葭流し（み

よしながし）がひっそりと行われる。このほか、7月上旬

から10月下旬までの約100日の間に数々の行事があり、

別名100日祭りとも呼ばれている。

日赤なごやVol49より 鈴木正徳君



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・AMA79第1回例会開催、有り難うございました。日本語は勿論ですが、英語、韓国語、中国語と、あまロータリークラ

ブにはエンターテーナーが多く、大変楽しい会でした。渡辺パスト会長、有り難うございました。

・篠田耕伸君、北澤君お二人の歌唱力には感動いたしました。あまロータリークラブへ、素晴らしい仲間に入会していただ

き感謝です。ロータリーを楽しんで下さいね。

、 。 。・会長になるとゴルフは全然ダメになると言われたことを 荘川高原で実感いたしました 私をゴルフに誘わないで下さい

・秋の家族会の下見にご参加の皆さん、お疲れ様でした。アワビ1個丸焼き、滅茶苦茶美味しかったです。9月5日（土 、）

大勢の皆さんのご参加をお待ちいたしております。

西川広樹 副会長

・7月20日の夜間例会では、親睦活動・会場委員の皆さん、ご苦労様でした。

児玉憲之 幹事

・秋の家族会下見旅行に参加されました皆様、お疲れ様でした。

神戸政治君

・大変長い間欠席し、ご迷惑をおかけいたしました。

栗木和夫君

・ニコボックスの皆さん、頑張って下さい。

藤田淳士君

・先日の夜間例会は素晴らしかったです。関係各位に感謝します。

伊藤正征君

、 、 。 、・東海年度夜間友愛例会にご参加の120名の皆様 沢山の方にお集まり頂き 心より感謝申し上げます 至らない点もあり

ご迷惑おかけしましたが、夜空に打ち上がる花火を皆様で見れて好かったです。

・西川君、渡辺君、北野君、東海君、高山君、涼しい荘川高原では大変お世話になり、楽しい1日でした。

・秋の家族会、伊勢神宮～海女小屋下見、お疲れ様でした。役員の皆様、親睦活動委員の稲垣君、篠田耕伸君、山本君、当

日の会員・ご家族へのサポート、そして私の補佐をよろしくお願いいたします。

大竹敬一君

・父の誕生月で、お祝いを有り難うございました。

上田博行君

・先週29日にブルーノートで従兄弟の娘が1966カルテットのメンバーでプロのバイオリニストですが、応援を兼ねて従兄

弟夫婦家族5組で食事演奏を楽しみました。懐かしいビートルズナンバーでした。

北野庸夫君

・9月の家族会の下見に行って来ました。素晴らしい企画で、当日を楽しみにしています。たまには汗を！

・久々に神戸君のご尊顔を拝して！

前田重廣君

・暑中お見舞い申し上げます。

田中正博君

・先日はニコボックスのIDMが行われまして、大変勉強になりました。有り難う。

・猛暑要注意。

山田尊久君

。 、・五百年の伝統をもつ須成祭の宵祭と朝祭の神事に参加いたしました 朝祭の梅花と桜花の投げ花の様子を間近で見ながら

子供達のよき未来が広がることを願いました。

山本輝幸君

・家族会の下見、最高でした。しまかぜ、食事、また本番楽しみです。

青本道春君

・家内が体重が増えて以来、ゴルフでハーフ47をだし、ご機嫌です。これで家庭も安泰です。

紅谷幸政君

・後藤雅光君、先日はご馳走様でした。



後藤袈裟美君

・お暑うございます。猛暑お見舞い申し上げます。

稲垣秀樹君

・自宅のパソコンが壊れました。もしかして熱中症？

伊藤英毅君

・先週の委員会は楽しい時間でした。新会員、ガンバッテ下さい！

川口信義君

・ニコボックスの皆様、今年一年ご苦労様です。

黒野晃太郎君

・山田幸治君、面白そうな本を有り難うございます。

・神戸君のお顔を拝見して。

宮下忠克君

・一週間に三回「鰻」を食べたら、尿酸値が9.7に上がりました。ついに薬を飲み始めました。

水野 眞君

・暑いです。小さな体は全部暑くなります。皆さんお大事に。

酒井和雄君

・生沼君のご冥福をお祈りします。

篠田正志君

・ニコボックスの皆様、暑い中ご苦労様です。

臼井幹裕君

・ニコボックス委員会のIDMにご参加の皆様、有り難うございました。

山田幸治君

・You might think hot fish.（云うまいと思う暑さかな）

東海広光君、伊藤正征君、高山 敏君

・西川君、荘川の別荘では大変お世話になりました。夜は自然のクーラーで、布団を掛けて寝ることが出来、快適な一夜で

した。

栗木年度理事・役員の皆様より

・理事・役員の打ち上げ旅行費の余りの一部をニコボックスへ。

８月誕生日をお迎えの皆様より

投函件数29件 合 計 １１３，１５１円


