
２０１６年７月１１日（晴れ） 第２週 第２１５９回例会

”日も風も星も”Song

Attendance

７７名 １１名 ８３．３３％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１３日出席率 欠 席

100％ ０名６月２０日出席率 欠 席

100％ ０名６月２７日出席率 欠 席

篠田正志 会長President Time

、 。 。 、皆さん こんにちは 猛暑日が続いています 健康管理

特に熱中症には充分気を付けて下さい。

本日、2016－17年度のクラブ計画書を配布しました。

RIテーマ、RI会長の挨拶、地区方針を掲載しました。ロー

タリー精神と現在、未来への方向性や課題が語られ、ロー

タリアンとして学ぶべき事が多くあります。是非一読下さ

い。

さて、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。楽しく、充実した

時を共有し、記憶に残るロータリーライフを１年間皆で考

え、実行していきたいと思います。ここに本年の活動指針

として５項目提言させて頂きます。

１．ホーム例会での出席率の向上

１．委員会活動の更なる充実

１．会員相互の親睦と世代間の交流促進

１．会員増強の推進と退会防止

１．地区事業への協力・参加

以上の事業を役員、理事、委員長さんの力をお借りして進

め、あまRCの発展に少しでも貢献できればと思います。皆

で意義有る１年になりますよう頑張りましょう。ご協力宜

しくお願い致します。

黒川元則 幹事Secretary Report

１ 次週7月18日は海の日による休会です。次回例会は7

月25日（月）となります。

７月２５日（第２１６０回）Today

担当 後藤雅光 プログラム委員長

演題 卓話

（一社）愛知県警備業協会

専務理事 田中正和氏

８月 １日（第２１６１回）Next Week

担当 後藤雅光 プログラム委員長

演題 卓話

「愛知県の防災計画と浸水地域の災害拠点病院での

」防災・減災

名古屋掖済会病院

副院長 北川喜己氏



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

本日はクラブアッセンブリーです。各委員長さん、よ

ろしくお願いします。

横井久雄 副会長

クラブアッセンブリーです。各委員長さん、よろしく

お願いします。

黒川元則 幹事

今日はクラブアッセンブリーです。各委員長さん、よ

ろしくお願いします。

三好CCゴルフ後の懇親会参加の皆様、お世話になり

ました。感謝。

山田幸治君

ニコボックス賞戴きました。

渡辺君、石田君、お中元有り難う。

与党大勝オメデトウ。

青本道春君

5人目の孫が生まれました。男子3200g。大変嬉しい

出来事でした。

前田重廣君

与党の大勝、おめでとう。

今日は暑い日です。気を付けましょう。

藤田秀樹君

誕生日を祝って下さり、有り難うございます。

後藤 眞君

篠田正志キャプテンの下、クルーとして働きます。

板津和博君

本日、はじめてのクラブアッセンブリーの発表。大変

緊張してます。よろしくお願いします。

伊藤英毅君

藤田先生、神戸君の事、本当にご苦労様でした。有り

難うございました。

川口信義君

篠田正志会長以下、今年1年頑張って下さい。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

黒野晃太郎君

暑中お見舞い申し上げます。

水野 眞君

慣れぬ冷房で風邪をひきました。皆様も気を付けて。

大西晃弘君

横井君、児玉君、昨日は有り難うございました。

大竹敬一君

遅くなりました。

高山 敏君

西川君、荘川では大変お世話になりました。

立松絹久君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

東海広光君

西川君、高山君、大変お世話になり、有り難うござい

ました。

山田尊久君

年間ホームクラブ皆出席賞をいただき、有り難うござ

いました。

合 計 ６４，１２１円

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

環境保全委員長 山田尊久君

将来を見据えたビジョンやあ

るべき姿を明確にして、地域の

人々に奉仕を通じてロータリー

のブランドを伝えていきたいと

考えています。川を中心とした

。美しい町づくりを支援すること

自然とのふれあいや環境学習を

推進し、地域の緑化整備を推し進めていきたい。また、尾

張西部地域の生態系ネットワークづくりを研究し、豊かな

地域づくりに参加していきたい。

地域社会委員長 神田康史君

地域社会委員会は、地域社会

と密接な関係を構築しながら、

ロータリー活動を地域に啓蒙し

ていくことを趣旨としている。

クラブ地域内の高齢者・障害者

等社会的弱者に働きかけたり、

公共施設の援助等を通じて様々な形で良好な評価を受ける

ように啓蒙活動を展開して行きたい。

事業内容

１．クラブ地域内の社会的弱者（高齢者・障害者）の施設

又は団体に働きかけ、積極的に支援する。

２．地域の社会問題（防犯・防災・環境等）に取組み、卓

話等を通じて地域社会の安心・安全に寄与する活動に、よ



り一層貢献する。

米山奨学委員長 上田博行君

ロータリアンからの寄付金を

財源として、日本で学ぶ外国人

留学生を支援する事業です。使

、 。命として 国際理解の推進です

寄付金については、公益財団

、法人の認定を受けていますので

ロータリアン及び以外の方も税制優遇が受けられます。米

山学友会は計37学友会があり、ロータリアンになった学友

も180名あり、機会があれば学友会の活動紹介も出来れば

と思っています。

出席委員長 北島奈穂子君

１．例会において出席状況の発

表を報告し、ウィークリーに掲

載する。

２．出席率を高めるよう、会員

の方に声掛け案内を行う。

３．年間出席優秀者に記念品を

贈呈する。

『出席委員会方針』

会長方針を基に、会員にロータリー活動の基本となる例会

出席の意義と義務を理解頂き、ホームクラブの出席100％

を目指し、出席率を高める活動を行う。

職業分類委員長 北野庸夫君

１．職業分類の選定にあたって

は同一業種５名迄、正会員の選

出が出来る為、規定を活用し、

関連委員会と協力して会員増強

に努める。

２．会員より、職業分類の変更

を希望する申し出があった場

合、速やかに、理事会に連絡し、適切な職業分類を付与す

る。

会員選考委員長 鈴木正徳君

会員選考委員会の鈴木正徳でございます。ロータリーに

とって大変大切な委員会を任され、責任重大と思います。

当委員会は伊藤英毅さん、大竹和美さん、山田幹夫さんと

の委員会です。十分に会員選考に関して、しっかりとした

人材を見極め選考していく積

もりです。そして、今年度服

部ガバナーの思いをしっかり

と守っていきます。それは、

「真のロータリーアンになろ

う、ロータリーアンをみつけ

よう」その通りに頑張るつも

りです。

会員増強委員長 西川広樹君

代読 幹事 黒川元則君

篠田会長より、純増８名を目標として達成して欲しいと

のご指示をいただいております。過去に、新会員候補だっ

たもののタイミングが合わず、入会されなかった方々に、

再度入会案内をしたいと思います。また、東海年度に入会

していただいた方々を含め、会員全員にご協力をいただか

ないと純増８名は達成できないと思いますので、皆様ご協

力の程をよろしくお願いいたします。

ロータリー情報委員長 高山 敏君

篠田年度のロータリー情報委

員長を仰せつかりました、髙山

ですロータリー情報委員会の任

務として、主に入会3年未満の

会員のオリエンテーションを初

め、中堅会員、そして古い会員

でも参加しやすいオリエンテー

ションを開催していく所存であります。また新会員の方に

は親睦と友情を深める意味での、趣味の会への参加・呼び

かけや、時にはお酒を飲みながら親睦を図り、人として友

情を深める意味でのプログラムを作り実施いたします。以

上のことを実施すために皆さんの協力を賜り、一年間努力

する所存でありますので宜しくお願いいたします。予算20

万円の使途としては、主に研修資料の購入や親睦会の一部

助成金にあてる予定であります。

会報委員長 板津和博君

あまRCの魅力がクラブ内外

に伝わる様、理事会や各委員会

また趣味の会の活動報告をより

充実させ、また例会場の雰囲気

やあまRCらしさが伝わる様、

写真を多く掲載し、正確かつ見

やすい会報作りに努めます。委



員長・副委員長ともに会員歴も浅く経験不足ですが、精一

杯頑張りますので皆様のご指導とご協力をよろしくお願い

致します。

ニコボックス委員長 伊藤正征君

私もロータリー歴、早いもの

で、10年目を迎える年となり

ました。篠田年度ニコボックス

委員会委員長を務める事となり

ました、伊藤正征です。篠田会

長からは、記憶と記録に残る委

員会にとの話を頂き、今年のニ

、 、コボックス目標300万 元気な声・明るい笑顔でお迎えし

、 。会員の善意による 参加者全員投函した日を想像致します

ニコBOXの由来

例会場で会員が自由意思で善意の寄付金を入れる箱。約

80年前の1936年、大阪RCで初めて実施されたロータリ

ー特有のもので、会員・家族・事業場等の慶び事、お祝い

事をニコニコしながら披露し、喜びを分かち合い、また失

、 、敗したり 迷惑をかけたときもユーモアたっぷりに苦笑し

例会を賑なごませて親睦を増進し、集まったお金は主とし

て奉仕活動資金に使われる。ニコ箱とも呼ばれる。

雑誌委員長 臼井幹裕君

代読 副委員長 吉田 勤君

委員長を拝命しました臼井幹

裕です。篠田丸がスタートしま

したが、雑誌委員会は、まだ準

備が整わず、船に乗り遅れてい

ます。吉田副委員長、中島委員

、 、のご協力を仰ぎながら まずは

「ロータリーの友」の記事を読

み、そのなかから、特に興味深い話題を会員の皆様に提供

するよう努力して参ります。国内・国外の他クラブでのロ

ータリー活動を紹介することを通じて、感動体験を広めて

。 。行きたいと思います どうか１年間よろしくお願いします

プログラム委員長 後藤雅光君

篠田会長方針に基づき 「み、

んなで造ろう 心に残るロータ

リー」を基本に、忘れる事が出

来ない、今後のロータリー活動

に役立てるような、卓話等を提

供したく思います。

みなさんのご協力をお願いします。

広報委員長 青本道春君

ガバナー・あまRC会長の方

針にのっとり、ロータリー活動

を一般に広く知らしめ、賛同す

るロータリアンを見つけ参加さ

せる事。それには中日新聞等の

活用・地域のTVを活用・ホー

ムページの充実・あまRCのジャンバーを作り、全員でロー

タリー活動を広報し、各委員会と密にし、28年度の記録を

DVDに残す事、できれば米山の卒業生のその後が広報でき

ればと思っています。

会場委員長 山本輝幸君

篠田年度会場委員長の山本で

ございます。会場委員会は、こ

の例会をいかにスムーズに運営

していくか！会員相互の出会い

とコミュニケーションの場をい

かに創出していくかと思ってお

ります。そこで、例年目指すところとあまり変わることは

ありませんが、

１．会員各位が意見を交わし親交を深める場とする。ロー

。タリーの仲間が活発に意見を交換できる時間と空間の提供

２．ビジターやゲストに優しく気品を持った例会運営を行

。 。っていく 参加したすべての方に喜んで頂ける場にしたい

３ 「一つ一つの例会を大切に」心に残るロータリーとして．

盛り上げていく。

以上、会長の活動方針「みんなで造ろう 心に残るロータ

リー」を会の運営として、実践サポートしてまいる所存で

あります。よろしくお力をお貸しください！

保健委員長 藤田淳士君

後期は本当に久し振りに歯

科医の立場から、如何に口腔

内衛生状態が人の健康に大切

かというお話を聞かせていた

だきました。今期篠田正志年

度も口腔内衛生と健康に関し

て第2弾のお話を予定しております。また、健康寿命や如

何に延ばすかという点からの演題も考慮中です。


