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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

７７名 ６名 ９０．６３％会員 欠席 出席率

篠田正志 会長President Time

皆さん、こんにちは。この度、あまRCの第48代会長の

大役を仰せつかりました篠田正志でございます。最初に、

今日まで歴史と伝統ある素晴らしいあまRCへと育て、継承

・発展させてこられました諸先輩方に敬意を表したいと思

います。そして、あまRCの会長になれました事は、大いな

る誇りで有り喜びで有ります。同時に初例会をむかえ職責

の重大さに身の引き締まる気持ちで一杯でございます。そ

の様な中、神戸政治パスト会長の訃報が入りました。あま

RCとしましては、かけがえのない大先輩であります。ご逝

去にあたり、謹んでお悔やみ申し上げます。顧みますと、

神戸パスト会長は昭和45年7月6日に入会され、以来46年

間の長きに亘り、理事、委員長を歴任され、昭和60年には

第17代会長に就任されました。温厚篤実な性格で、クラブ

の良識の府として、奉仕の理想を実践するため、指導力を

遺憾なく発揮され、今日のあまRCの礎を築かれました。当

クラブの偉大なる功労者の一人であります。また平成４年

には、第2760地区ガバナーとして立派に要職を努め上げ

られ、ロータリー発展の為に多大なる貢献をされました。

、 。ここに生前の功績を偲び ご冥福を祈って黙祷を行います

さて、本年度ジョンＦ・ジャームRI会長のテーマは 「人、

類に奉仕するロータリー」です。強調事項は、奉仕の率先

躬行・ポリオ撲滅の最終章・ロータリーブランドの認識と

実行の3項目を提言して見えます。また、第2760地区服

部良男ガバナーは、地区方針として「真のロータリアンに

なろう、ロータリアンを見つけよう」をテーマに、5つの

中核的価値（ロータリーブランド）を示し、同時に、My

Rotaryの登録と利用の促進、Club Centralの活用、そし

てオンラインツールとソーシャルメディアの活用を今年度

の最重点課題と提唱されました。今年度、当クラブのテー

マは「みんなで造ろう 心に残るロータリー」といたしま

した。次回会長挨拶で詳しくお話をさせて頂きます。

何分にも身に余る重責でございます。 当クラブの永い

歴史と伝統を重んじ、楽しく活力あふれるクラブ運営に努
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めますので、会員の皆様のご協力宜しくお願い申し上げま

してご挨拶とさせて頂きます。

黒川元則 幹事Secretary Report

１ ロータリーレートが7月1日より１ドル102円（現行1

10円）に変更となります。

（ ） 。２ 次回7月11日 月 例会はクラブアッセンブリーです

各委員長は本年度事業内容を2分程度で発表をお願い

します。ご都合の悪い方は必ず副委員長さんにご依頼

下さい。

３ 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。

前会長・幹事に記念バッジ贈呈

米山奨学生 コン君に奨学金授与

２ ０ １ ５ ～ ２ ０ １ ６ 年 度 出 席 賞

通算20年間皆出席賞

上田博行君

通算15年間皆出席賞

水谷安紀君 立松絹久君 栗木和夫君 田中正博君

武藤正俊君

通算10年皆出席賞

臼井幹裕君

松井英治君

通算5年間皆出席賞

神田康史君 伊藤正征君



年間最多出席賞

1位 鈴村與左衛門君（195％）

2位 篠田正志君、鈴木正徳君（130％）

年間ホームクラブ皆出席賞

藤田淳士君 児玉憲之君 東海広光君 山田尊久君

年間100％以上出席

青本君 藤田（秀）君 藤田（淳）君 舩原君

後藤（袈）君 後藤（眞）君 家田君 今西君 稲垣君

板津君 伊藤（正）君 岩島君 神田君 加藤（春）君

加藤（憲）君 加藤（徹）君 北島君 北澤君 児玉君

栗木君 黒川君 黒野君 松井君 宮下君 水野君

水谷君 武藤君 中島君 中西君 西川君 大西君

大竹（敬）君 酒井君 篠田（耕）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

東海年度下半期ニコボックス賞

年間最多投函1位

水野 眞君

年間最多投函2位

年間最多金額2位

黒野晃太郎君

年間最多投函3位

年間最多金額1位

山田幸治君

年間最多金額３位

伊藤正征君

乾杯の発声は前田重廣君



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

あまRCの会長に就任しました。会員の皆様にはご支援

・ご協力、よろしくお願い申し上げます。

神戸パスト会長のご冥福を心よりお祈りします。

中西君、モンゴル国砂漠化防止対策事業の事前調整、

ご苦労様でした。

横井久雄 副会長

篠田正志君年度が始まります。会員の皆様、ご協力を

お願いします。

黒川元則 幹事

。 。篠田正志年度がスタートします よろしくお願いします

神戸政治君のご冥福をお祈りします。

黒野晃太郎君

ガバナー補佐として1年努めます。皆様よろしくお願

いします。

篠田正志会長はじめ新役員・理事の皆様、元気に頑張

って下さい。

前田重廣君

ニコボックス委員の皆様、よろしく1年間頑張って下

さい。

篠田正志会長・黒川幹事の船出を、全会員でお支え下

さい。

山田幸治君

神戸君がガバナーになる前は、国際大会で何時も同室

で、楽しい所へ連れて行って戴きました。

中西 巧君

柄にもなく病院に入院する事になり、ご心配をおかけ

いたしました。体調が70％戻りましたので、シャバに

出させて頂きました。皆様、今年度もよろしくお願い

いたします。

大竹敬一君

篠田正志年度の始まりですね。1年間よろしくお願い

します。

木下章吉君

東海直前会長、立派な額入り写真をいただき、有り難

うございます。

東海広光君

篠田正志年度の初例会を祝して！スタートしたらあっ

という間にゴールです。篠田正志会長・黒川幹事の健

康を祈念しまして。

岩島裕芳君

ニコボックスは良いメンバーです （言わされました）。

SAAです。よろしくお願いします。

加藤 徹君

土曜日、会社の目標でしたビオトープ管理士資格者が

100名を突破したので、記念イベントを行いました。

久し振りの川遊び。エビやヨシノボリを木曽川で捕ま

える体験、楽しかったです。

北野庸夫君

東海PP、お疲れ様でした。篠田正志会長、頑張って下

さい。

児玉君、家内がお世話になりました。

田中正博君

篠田丸、出航おめでとう。活躍に期待します。

上田博行君

東海会長はじめ、役員の皆様、お疲れ様でした。入会

当初の目標であった20年間100％出席が達成できま

した。

紅谷幸政君

篠田正志会長、1年間よろしくお願いします。

藤田秀樹君

。今年は親睦活動委員として役に立てるように頑張ります

後藤袈裟美君

篠田正志会長、いよいよ船出です。この1年のご健闘

を祈ります。役員・理事の皆さん、頑張って下さい。

家田安啓君

独立記念日です。

今西邦弘君

篠田正志年度の船出を祝して。

板津和博君

篠田正志年度、1年間よろしくお願いいたします。

児玉憲之君

篠田正志年度、1年間よろしくお願いいたします。

水野 眞君

今期もよろしくお願いします。



篠田耕伸君

嫁の誕生日、お祝い有り難うございます。

高山 敏君

篠田正志年度のスタートを祝して。

田邊正紀君

篠田正志年度スタートおめでとうございます。

山田尊久君

篠田正志年度、あまRCが大きく成長できますように。

本日出席の皆様より

新年度発会として

合 計 ２８０，０００円

新 役 員 ・ 理 事 挨 拶

会長 篠田正志君

本日まで、準備理事会、次期

委員長会議、IDM等にご尽力を

、 。頂き 心より感謝申し上げます

しかしながら本当の意味でのク

。ラブ運営はこれからで有ります

今まで培ってこられたあまRCの

財産を守り、受け継ぎ、少しでも貢献できればと、気持ち

を新たにし、より一層気を引き締めて、役員、理事、各委

員長さんの力をお借りして、一生懸命努めていく所存でご

ざいます。会員の皆様方の力強いご支援・ご協力、宜しく

お願い申しあげます。

副会長 横井久雄君

篠田正志年度副会長をおおせ

つかりました横井久雄です。篠

田正志会長・黒川幹事を補佐し

て参りますので、皆様の絶大な

るご協力をよろしくお願いしま

す。

会計 水谷安紀君

篠田正志年度会計の水谷で

す。本年度も例年通り会長方針

に基づき、クラブの健全な会計

運営に努めます。

SAA 岩島裕芳君

篠田正志年度のSAAを仰せつ

かりました、いつも取り締まら

れてばかりいる岩島です。本日

もSAAのタスキを手に持って例

会場に入りましたら、タスキは

ちゃんと肩に掛けて例会場に入

りなさいと先輩に叱られました。こんな私ですが、今年度

、 、は取り締まられないよう 取り締まる努力を致しますので

よろしくお願いします。

会長エレクト 立松絹久君

本年度、会長エレクトと言う

ことで役員に就任させて頂きま

した立松です。去年の12月から

準備理事会に出席させて頂いて

おりますが、今年の12月から次

年度の準備理事会が開催される

と思うとプレッシャーでいっぱいです。50代につなぐ役割

ということで出来るだけ力を抜いて行きたいと思っていま

す。これから1年間スタートに向けて勉強させて頂けたら

と思います。色々と皆様にお願いすることが多くなると思

いますが何卒宜しくお願いします。

直前会長 東海広光君

直前会長としてあまロータリー

クラブの伝統を守り篠田年度を

微力ながら支えていきたいと思

います。



副幹事 田邊正紀君

まだまだ新人の気分でした

が、責任の重い役をいただいて

しまいました。1年間、黒川君

のもとで勉強させていただきま

す。至らないところは、この1

年間で直していきたいと思いま

すので、ご指摘のほどよろしくお願いします。

クラブ奉仕委員長 栗木和夫君

13委員会のまとめ役として自

覚を持ち、篠田正志会長の方針

「みんなで造ろう 心に残るロ

」 。ータリー を実践していきます

特に会員増強を念頭に置きクラ

ブの機能を充実させ、楽しいク

ラブ例会を目指していきますので、皆さんのご協力よろし

くお願いいたします。

親睦活動委員長 大西晃弘君

会長方針「みんなで造ろう 心

」 、に残るロータリー に基づいて

会員同士の親睦を深めることは

もちろん、支えてくださるご家

族の皆様にもロータリー活動に

楽しみと喜び、そして誇りを持

っていただけるよう、委員会メンバー全員が笑顔で活動を

行います。その中に会長からの活動指針にあります「世代

間の交流促進」につながるような企画もプラスしてまいり

ます。

１．会員、ご家族が年齢を問わず気軽に参加、そして楽し

んでいただける秋の家族会の実施いたします（10月25日

に日帰りでの京都旅行を計画しております 。）

２．年末と春には、特にご家族の皆様に楽しんでいただけ

るような手作り感の溢れる家族会を、委員会メンバー全員

で知恵をしぼり企画、実施いたします。

３．会員また、会員ご夫人のお誕生日にはご家族皆様にも

喜んでいただけるようなプレゼントをご用意いたします。

４．例会場では、ゲスト・ビジターだけでなく会員の皆様

にも例会に来て良かったと思っていただけるような笑顔で

の対応を心掛けます。

会員の皆様には、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し

上げます。

職業奉仕委員長 加藤 徹君

ロータリーの基本とされてい

る職業奉仕。それは「全ての仕

事は社会に役立つこと、貢献す

ることにつながっている 」とい。

う考え方に基づいています。ロ

ータリアンである経営者自身が

その意識を持っているのは当然のこととして、それぞれの

会社で働くすべての皆さんにこの精神を伝えるにはどうす

ればよいかが大切です。この目的に沿う企業を幅広く探し

て、皆で勉強できるような企業訪問例会の開催にこぎつけ

たいと思います。

マイロータリーの啓蒙をはかる使命もいただいておりま

す。この点に関しては自分にとって未知の世界ですのでま

ずは自身で早急に学んでいきます。

社会奉仕委員長 稲垣秀樹君

会長方針「みんなで造ろう

」 、心に残るロータリー に即して

地域社会に役立つ事業に取り組

んでいきます。また、環境保全

委員会 山田尊久委員長、地域

社会委員会 神田委員長と連携

、 、を図り 地域の諸団体が行う社会奉仕活動に積極参加をし

支援していきます。そして、防災関係についても、ますま

すその重要性が高まってきておりますので、ぜひ取り組ん

でいきたいと考えております。一年間、皆様方の温かいご

支援とご協力をお願いいたします。

青少年奉仕委員長 後藤 眞君

本年度会長方針に基づき、地

域内の青少年の活動を積極的に

支援し、クラブとして未来ある

青少年をサポート出来るよう支

援する。

１．ボーイスカウト、ガールス

カウト等の活動、育成に尽力する。



２．地区RYLAセミナーに協賛する。

３．青少年を育成するための活動を支援する。地域内子供

会のスポーツ大会等を支援する。

国際奉仕委員長 中西 巧君

昨年度の国際奉仕副委員長に

続き、本年度の国際奉仕委員長

を拝命致しました中西です。国

際奉仕委員会として次の4項目

の活動をを計画しております。

１．2016年9月

モンゴル国フレRCとの協力により地区補助金を利用して

「モンゴル国砂漠化防止対策植樹支援事業」の引渡式を予

定しております。2016年1月より篠田正志会長、横井副

会長に御指導頂き、地区補助金申請を行いました。2016

年5月27日にロータリー財団本部より6,545米ドルの地区

補助金支給が地区活動資金審査会（DDF）で決定されたと

報告を受けております。補助金支給決定後、2016年6月1

6日より現地視察を行い工事の進捗状況、問題点の抽出を

行いました。フレRCと協議し、9月7日から11日の5日間

で引渡式を行う事になりました。雄大な遊牧地に隣接する

現地を訪ねる事で癒し効果があります。皆様の御参加を心

よりお願い申し上げます。

２．2017年4月

姉妹クラブである台湾の汐止RC設立35周年式典の参加

を予定しております。毎年、設立周年式典には当クラブか

ら参加しておりますが、汐止RCから「本年度は35周年式

典という記念の年になりますので、沢山の方に参加して頂

きたい」との要望が届いております。私自身も昨年度の式

典に参加させて頂きましたが、初めて国際ロータリアンと

しての実感を体験できました。汐止RCとの友好の歴史を継

承して頂いた先輩会員は勿論ですが、新入会員の皆さんが

参加頂く事が有効な体験になると思い強く推奨致します。

３．2017年4月

モンゴル国フレRCが創立15周年を迎え記念式典を行い

ます。前年度ガラ会長、本年度アリマー会長から「沢山の

会員の皆さんに参加頂きたい」と要望を受けています。詳

細のスケジュールが決まり次第、御案内申し上げます。沢

山の会員、ご家族が参加頂きますよう宜しくお願い申し上

げます。

４．2017年5月

国際大会が米国アトランタで開催されます。概要はまだ

把握できておりませんので、後日ご案内申し上げます。

盛り沢山の計画となっておりますが、田邊副委員長、今

西会員の協力と皆様からの御支援を頂き業務を確実に遂行

していきたいと考えております。

最後になりますが、地区研修会において『ソーシャルメ

ディアの活用を推進する』との御指導がありました。全世

界の為に良い事をしていても、その情報が社会に届いてい

ないので会員数の減少傾向にあります。私は即刻『ロータ

リークラブ活動用のFacebook』を立ち上げました。私の

Facebookネームはローマ字でTakumi Nakanishiですの

で、是非一度覗いてみて下さい。そして、まだFacebook

をお持ちでない方はこの機会に是非お試し下さい。皆様の

御協力を心よりお願い致します。

ロータリー財団委員長 紅谷幸政君

ロータリー財団委員会は、前

年度に引き続き、ポール・ハリ

ス・フェロー及びベネファクタ

ーにご理解を頂き、寄付をお願

いいたします。また、マルチプ

ル・ポール・ハリス・フェロー

等の大口寄付者の誕生にも努力する。11月のロータリー財

団月間にフォーラムを行う。

幹事 黒川元則君

今年度幹事を仰せつかりまし

、 。 、た 黒川です 大変重責を感じ

身の引き締まる思いです。その

中で篠田会長を支える為、自分

なりに力を尽くすつもりでおり

ますが、何分にも経験不足、力

、 、不足ですので皆様からのご指導 ご協力をいただきながら

伝統あるあまRCの品位を守り、クラブ運営が円滑、円満に

、行きます様に自分の司を全うしたいと思っておりますので

どうぞよろしくお願いします。
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「馬島社 －大治町－」

馬島地区の旧村社。馬島社は明眼院に隣接する白山で、

尾張名所図会にも描かれている。築山に社がある景観は、

現在も同じように残っている。絵図では近くに天神社のほ

かに、五社といって天照大御神・熱田明神・牛頭天王・正

八幡・熊野権現が祀られていたようである。また、神楽堂

には文化８年（1811年）銘の木戸が残されていることか

ら、この頃より神楽があったことが知られる。現在、春と

秋にまつりを開催しており、神楽をねり、神楽太鼓・笛の

囃子が奉納される。

ロ シ ア 紀 行 １

山田幸治君

成田からモスクワまで

2012年5月28日、成田空港から日本航空で出発です。

モスクワまでのフライトは約10時間です。機種はボーイン

グ787の新鋭機です。

今回の旅は娘と二人旅です。

後にボーイング787が、バッテリーのトラブルで大きな

社会問題になるとは、想像もしていませんでした。

ロシアの査証

当然、ロシアのツンドラ地帯を飛行するので、１万メー

トル下の凍結を飽きることなくビデオで撮影し、デジカメ

を撮すので退屈はしません。昼間のシベリア上空の航行は

それが楽しみです。ビデオを撮るために座席はビジネスの

一番前の席、1Kをいつも予約します。右側は順光で撮影

できて、一番前は翼が邪魔になりません。

ツンドラの写真

例会日 クラブ名 場 所

7/19 火 名古屋城北 休会（ ）

名古屋千種 名古屋東急ホテル

7/20 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ホテル

7/21 木 名古屋丸の内 クレストンホテル（ ）

7/22 金 名古屋北 名古屋東急ホテル（ ）

7/25 月 名古屋空港 キャッスルプラザ（ ）


