
２０１６年１１月１４日（雨） 第１週 第２１７２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

７７名 １６名 ７４．１９％会員 欠席 出席率

篠田正志 会長President Time

皆様方にお知らせしました、鈴木正徳君が11月5日享年

69歳の若さでご逝去されました。顧みますと、平成5年に

入会され、以来23年間の長きに亘り、理事・委員長を歴任

され、2011－12年度には会長職を持ち前のバイタリティ

ーで全うされ、また、地区に於いても数多くの要職を担っ

てみえました。ロータリー活動に熱意と情熱を持って打ち

込み、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捧げたい

と思います。黙祷。

只今より、次次期会長選任の為の総会を開催したいと思

います。あまロータリークラブの内規に従い 「新年度の前、

半に於いて、直前会長・直前幹事・会長・幹事・次期会長

の5名によって次次期会長候補者を指名し、例会にて会員

の承認を求める」とあります。この5名で次次期会長に、

大竹敬一君を推薦したいと思います。今期の役員理事会に

於いては、すでに承認を戴いております。賛同して戴ける

会員は拍手にて承認をお願いします。誠に有り難うござい

ました。これによりあまRC第50代会長に大竹敬一君が選

任されました。それでは大竹敬一次次期会長挨拶をお願い

します。続きまして「11月最初の例会に於いて、現会長よ

り次期役員・理事候補者指名委員の委嘱を発表する」とク

ラブ内規にありますので、指名委員を発表します。黒川幹

事・立松次期会長・田邊次期幹事・大竹次次期会長・私の

５名を選任します。12月の最初の例会に於いて年次総会を

開いて発表したいと考えております。

先週、国際ロータリー第2760地区地区大会が開催され

ました。あまRCからは、黒野ガバナー補佐始め役員理事、

新入会員の皆さんに参加して頂きました。ここで素晴らし

い報告があります。大会が盛大に進行していく中、大竹初

代会長がロータリー50年在籍表彰を受けられました。誠に

おめでとうございます。深く感銘いたしました。地区大会

、 。の報告につきましては 後程卓話の方で行わせて頂きます

発表される方は、よろしくお願いします。

１１月２１日（第２１７３回）Today

担当 紅谷幸政 ロータリー財団委員長

演題 クラブフォーラム

ロータリー財団委員会

１１月２８日（第２１７４回）Next Week

担当 高山 敏 ロータリー情報委員長

演題 新会員卓話

神野恭寿君・河村昭利君



黒川元則 幹事Secretary Report

（ ）１ 浅野多喜男さんが第25回米山功労者 メジャードナー

に寄付されました。

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

地区大会にご出席の皆様、ご苦労様でした。50年在籍

表彰を受けられた大竹初代会長、おめでとうございま

した。

得仙「あんこう鍋 、美味しく頂きました。宇津山君、」

伊藤正征君、有り難うございました。

鈴木正徳君のご冥福をお祈りします。

先日、クローバーTVに出演し、あまRCのPRをして

来ました。

横井久雄 副会長

地区大会報告の方、よろしくお願いします。

黒川元則 幹事

地区大会参加の皆さん、お疲れ様でした。

、 。大竹初代会長 RC在籍50年表彰おめでとうございます

八十八会の皆さん、有り難うございました。

藤田淳士君

、 。山本君 東海高校同窓会では大変お世話になりました

従業員の皆さんの「おもてなし 、大変素晴らしかっ」

たです。

大竹和美君

先日の地区大会で、ロータリー在籍50年の表彰をいた

だきました。登壇の時に、車椅子を持ち上げて下さっ

た皆さんはじめ、すべてのあまRC会員の皆さんに感

謝します。有り難う。

大竹敬一君

鈴木正徳君には本当にお世話になりました。有り難う

ございました。

山田幸治君

若くして黄泉の世へ旅立った鈴木正徳君を悼む。

山田尊久君

地区大会にて、国際ロータリー表彰として大竹和美初

代会長、ロータリー在籍50年表彰おめでとうございま

す。壇上でのにこにこ笑顔は、とても爽やかでした。

家田安啓君

今日はスーパームーンですが、雨で残念ですね。

稲垣秀樹君

昨日、妻とその友人と子供達と夕食していた時のこと

です。メニューを見る時、メガネをはずして観ている

と 「何をしているの？」と聞いてきたので、あなた、

も20年後に分かると言ってやりました。

岩島裕芳君

ニコボックス委員に睨まれて！

児玉憲之君

ニコボックスの皆様の笑顔に感謝。

黒野晃太郎君

地区大会出席の皆様、お疲れ様でした。

水野 眞君

伊藤英毅君、やりましたね。よかった。有り難う。

酒井和雄君

伊藤英毅君、橘流小唄会で、唄と糸とも最高！

田中正博君

11月12・13日と加賀・金沢・高岡・富山へ夫婦8人

で列車に乗り、遊んで来ました。凄い人で新幹線効果

が続いています。

山田幹夫君

ベトナムでグエン君に大変お世話になりました。

山本輝幸君

鈴木正徳君、本当に有り難うございました。

合 計 ６３，０００円

地 区 大 会 報 告

前田由幸君



新人として地区大会に参加させていただきましたのでご

報告申し上げます。

日時：平成28年11月6日（日）

場所：ウエスティン名古屋キャッスル

国際ロータリー第2760地区大会2日目。10時まで友愛

。 。コーナーでコーヒータイム 10時 小牧RC司会にて開会

RI会長代理 水野功（東京飛火野RC）加藤パストガバナー

先導。

オープニングﾞ 謡と舞 小牧にも関係ある信長の女性 吉、「

乃」

10.25 点鐘。コールロータリー国歌、ロータリーソング

奉仕の理想 斉唱。

物故会員紹介 あまRC 神戸政治さん 黙祷。

10:40 開会あいさつ 実行委員長 船橋茂行氏

、 、 、RI会長代理紹介 特別出席者紹介前橋 坂出 八王子タイ

インド等。

出席クラブ分会毎に紹介。服部ガバナー挨拶と現況報告。

水野会長代理 会長メッセージ現況他。友の会報告。青少

年奉仕委員会、インターアクト委員会報告。RYLA 交換

留学生報告 歌 米山記念奨学委員会報告 歌 SMAP。

12:00 新入会員紹介 あまRCｰ黒野ガバナー補佐にて西

尾張分区紹介。

13:15 コールロータリー WFF活動報告 大会決議報

告。

、 。来賓あいさつ 愛知県知事 小牧市長 各100万円の寄付

感謝状記念品贈呈 RI会長代理、前年度ガバナー、前年度

ホストクラブ。

RI関連表彰 米山寄付関連表彰／地区表彰（あまRC累計7

000万 。）

ロータリー50年在席表彰 あまRC 大竹和美さん。

14:20 ガバナーエレクト紹介 挨拶 ガバナーノミニー

紹介。

次年度地区大会ホストクラブ紹介

14:45 100周年記念イベント 旭堂鱗林。

【所感】100周年という記念大会にて会場舞台ロゴもTRF

100の風船あり、留学生等の国際色豊かなカンフー、太極

拳演技もあり楽しく賑やかな大会であった。ロータリーの

奉仕活動内容の多岐にわたること改めて感じた大会であっ

た。当あまRCもいくつかの表彰を受けた。とくに50年表

彰において大竹和美さんは車椅子で登壇され、会場の皆様

より温かい拍手で祝われたのが印象的であった。あまRCの

皆様、大変お世話になり有り難うございました。

山田広明君

先週の11月6日に行われました、第2760地区の地区大

会に初めて参加させていただきまして、感想を簡単に述べ

させて頂きます。まずは、始めに参加人数の多さに驚きま

した。聞けば、約2700人が参加されているとのことでし

た。自分としましては、7月から入会しまして、例会でこ

うして皆さんにお会いするのが私の知りうるロータリーで

すので、地区大会の熱気を感じ、少々圧倒されました。ま

た、大会を進行された服部ガバナー様や今回のホストクラ

ブである小牧RCの皆様方のご尽力は計り知れない物がある

だろうと思いながら過ごさせて頂きました。余談ではあり

ますが、今回の地区大会で結構知り合いに会いまして、改

めてロータリーの規模の大きさを感じた次第であります。

また、今年度から新入会員の紹介が行われまして、黒野ガ

バナー補佐に先導して頂きまして、あまRCからは、私と河

村さんが壇上に上がらせて挨拶をさせて頂きました。少々

緊張しました。また、今回はロータリー財団創立100周年

の記念大会という事で、様々なロータリーの活動報告があ

りまして、ロータリー財団奨学生、ポリオワクチン、米山

奨学生、インターアクトクラブ等々、発表がありました。

実際のところ、活動内容において私自身ほとんど理解でき

ておりませんで、改めてロータリーのスケールの大きさ及

び自分自身の勉強不足を感じた次第であります。

最後になりますが、初めての地区大会で右も左もわから

、 、ずうろうろしている私を 見つけて頂きました黒川幹事や

篠田会長を始め色々お世話になりましてありがとうござい

ました。また、貴重な経験と勉強をさせて頂きましてあり

がとうございました。以上で地区大会の感想とさせて頂き

ます。ご静聴ありがとうございました。



後藤 眞君

青少年奉仕委員会 委員長の後藤 眞です。１１月７日

地区大会、青少年奉仕委員長として出席いたしました。今

年は、分科会がなく会場にて、青少年奉仕委員会の活動報

告は、壇上に於いて、海外旅行の垂れ幕を前に、インター

アクト委員会 佐藤委員長による７月１８日（海の日）名

古屋ウィルあいちにて、第27回インターアクト年次大会の

報告でした。地区17のインターアクトクラブと、服部ガバ

ナー始め地区内ロータリアン含め約600名の参加者があ

り、盛大に大会が行われ、名古屋千種ロータリークラブが

ロータリホストとして、桜花学園高等学校がホスト校とな

り、桜花学園高校インターアクトクラブ、古澤委員長の点

鐘に始まり、年次テーマ（ぬりえ）で、17のインターアク

トクラブが順番に、ステージで劇、歌、ダンス等それぞれ

情報発信、参加者全員がメッセージを共有し交流を深める

ことが出来閉会した。以上、簡単ですが報告致します。

黒川元則君

私は、土日と2日間とも参加させて頂きましたが、私は

大会第1日目の報告をさせて頂きます。

大会第1日目は黒野ガバナー補佐、鈴村地区社会奉仕委

員長、会長、幹事と4名の参加でした。3時半に開会され、

RI会長代理として2750地区パストガバナーの水野功ご夫

妻が、出席者全員の盛大な拍手の中入場され、オープニン

グアトラクションでは、小牧南高校吹奏楽部の演奏後、点

。 、 、鐘となりました 今年度の地区大会の登録数は 地区内外

ロータリーファミリーを合わせて、2764名の参加の報告

がありました。

その後、服部ガバナーよりご挨拶があり 「Be The、

Rotalian Find A Rotalian 「真のロータリアンにな」、

ろう、ロータリアンを見つけよう」という、地区方針とＲ

Ｉ会長のテーマ「Rotary Serving Humanity（ロータ

リーｰ サービングﾞ ヒューマニティー 「人類に奉仕す）」、

るロータリー」であり 「ロータリアンは、困っている人が、

いたら、背を向けないで、手を差し伸べ、仲間のロータリ

アンと奉仕して、その人を笑顔にしよう」というメッセー

、 「 」 、ジを紹介され 今年度一番の目標は ポリオ撲滅 であり

同じく重要課題は人道的奉仕活動を通じたロータリークラ

ブの活性化であると語られました。また今年度はロータリ

ー財団が創立100周年記念を迎えますので、皆さんとお祝

いできる地区大会を企画し、運営されていました。

RI会長代理のご挨拶では、地区大会は地区内ロータリア

ンが一堂に会し、お互いに親睦を深め、意欲を高めるだけ

でなく、アイデアを広げ、計画を立て、ロータリーの未来

に向けた準備をするための貴重な機会であるというジョン

・Ｆ・ジャームRI会長の話をされました。水野RI会長代理

はロータリーの神髄は 「参加して、行動して、エンジョイ、

ロータリー」との考えを示されました。その後大会議事に

入り、議案が全て滞りなく可決され、6時からはRI会長代

理ご夫婦歓迎晩餐会に参加させて頂きました。ロータリー

財団学友会のメンバーでのソプラノ・ピアノ演奏で大変華

やかな宴でした

親睦活動委員会

１１月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

河瀬 文一 Ｓ.11.11.5 水野 久子 11.18

北野 庸夫 S.16.11.20 光岡 禎子 11.18

神野 恭寿 S.38.11.17 上田 弥生 11.1

藤田 隆志 S.4211.28 立松 瞳 11.7

敬称略

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ


