
２０２０年 ６月 ２９日（晴れ） 第４週 第２３１３回例会

Guest 浅井晴美君、土方君春君、静谷貴代子君

（海部連合会）

Attendance

会員 ７４名 欠席 １８名 出席率 ７２．３１％

President Time 田中正博会長

改めまして皆さん、こんにちは。いよいよ今年度最後の

例会となりました。本年度1年間ご協力していただき、お

世話になりました。役員・理事、そして各委員会の委員長

さん、すべての会員の皆様に厚く御礼を申し上げます。

今日は役員・理事の退任挨拶でございます。本来ですと、

すべての役員・理事の皆様に退任の挨拶をしていただくの

が本意ですが、今日も短縮例会にさせていただいています

ので、ほんの一部の役員・理事の退任挨拶にさせていただ

き、会報にてすべての役員・理事の退任挨拶とさせていた

だきます。

今年度を振り返ってみますと、今年度のスタート、7月

には大竹和美初代会長のご逝去という、悲しい訃報からの

スタートになりました。初代会長には入会当時から目を掛

けていただき、ご指導をいただきまして感謝申しあげます。

また私と同期の桜、篠田正志パスト会長のご逝去、そして

いつもダジャレでみんなを和ませていただける大先輩の川

口信義君のご逝去、そしていつも明るい笑顔の山田幹夫パ

スト会長の奥様、弥生さんの突然のご逝去と不幸が続き本

当にショックで信じられませんでした。改めて故人に対し

てご冥福をお祈りするものでございます。しかし、あまRC

にとって明るい楽しいことも沢山ありました。8月の第一

例会のガバナ－補佐訪問例会において、新会員の光岡正彦

君、岡本浩幸君、そして水原麻希君の3人の優秀な新会員

の仲間をお迎えしました。続いて10月にも若さ溢れる新入

会員の寺沢正樹君をお迎えいたしました。幸先よく上半期

に4名の優秀な新入会員をお迎えいたしました。そして秋

には日本で初のラクビーワールドカップが開催され、日本

中がワンチームになって日本代表チームを応援し盛り上が

りました。そしてタイミングよく卓話として、ラクビー元

日本代表の角日出夫氏をお迎えして、ラクビーワールドカ

ップの楽しみ方のお話をいただきラクビーの面白さ、魅力

を教わりました。また、秋の家族会では新装御園座で「御

園座第50回記念吉例顔見世公演」の観劇会を楽しみました。

Today ７月 ６日（第２３１４回）

担当 山田尊久 会長

演題 新年度発会

新役員挨拶（前半）

Next Week ７月２７日（第２３１５回）

担当 山田尊久 会長

演題 新年度発会

新理事挨拶（後半）



年末家族会では例年以上の会員家族の皆様が参加していた

だきました。いつも裏方で登場していただいていたトリオ

・ルーチェの演奏、ピエロさんに主役で活躍して盛り上げ

ていただきました。

下半期に入り、人類誰もが経験したことのない、新コロ

ナウイルスの感染拡大により、ロータリー活動はもとより

経済活動、スポーツ界の大会、すべてのイベント、ついに

東京オリンピックまでも中止に追い込まれました。そして、

日本全国に緊急事態宣言まで発令され、人の移動、集まり

などの自粛要請をされ、各国の往来、各県をまたがない移

動制限まで強い要請がなされました。このように、波乱万

丈の状態の中、今年度も終了することになりますが、理事

・役員の皆様には、この新型コロナウイルスの感染拡大は、

今まで経験のない事態の中、緊急リモート打ち合わせ、少

数役員理事による役員会など臨機応変に対応していただき、

協力していただきました。改めて心より感謝申し上げます。

そしてこの5月には、会員皆様のご理解を得まして、社会

貢献として、地域の医療機関（海南病院、津島市民病院、

あま市民病院）に親クラブ津島RCとつながり、共同奉仕事

業が出来きましたことは、私たちロータリークラブは奉仕

団体としての誇りを感じた次第でございます。今年度はマ

ーク・ダニエル・マローニRI会長は「ロータリーは世界を

つなぐ」のテーマを掲げられました。今年度は、新型コロ

ナウイルス感染拡大により、ロータリーの繋がりの目標も

トーンダウンしましたが、こういう逆境の時こそ私たちロ

ータリアンは、自分自身の中で、地域社会で、世界で、持

続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行

動する世界を目指して行くことが大事であると考えます。

最後になりましたが、次期山田貴久年度が直ぐ来週から始

まります。私たち会員全員で次年度を盛り立て応援し、素

晴らしい年度になりますよう祈念申し上げます。以上会長

退任の挨拶とさせていただきます。

Secretary Report 池﨑晴美 副幹事

１ 第1回定例理事会のご案内

日時 7月6日（月）例解終了後

場所 名鉄GH １１F

海部保護者連合会より感謝状を頂きました

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

浅井晴美様（海部保護者連合会）

ご寄付いただきました。有り難うございます。感謝状

をお渡しいたしたく、お伺いいたしました。

田中正博 会長

今年度1年、役員・理事、各委員会の委員長、会員の

皆様、大変お世話になり、有り難うございました。

山田尊久52代会長、1年頑張って下さい。

鈴村與左衛門 副会長

今日で田中年度の例会も最後ですね。田中会長はじめ

役員・理事の皆様、お疲れ様でした。

大竹敬一君

田中会長はじめ皆さん、お疲れ様でした。

栗木君、いつも有り難うございます。

藤田淳士君

山本君、ご昇進おめでとう。

田中会長、お心遣い大変申し訳ありません。

今西邦弘君

今回の新型コロナウイルスで、当社は今まで経験した

ことのない状況に追い込まれました。（4月～6月は売

上高で98％減、今後も大幅な回復は見込まれない）そ

の結果、支出の大幅削減をしなくてはなりませんので、

今期で一旦あまRCを退会させていただきます。皆様

にはいろんな意味でお世話になり、大変感謝申し上げ

ます。今後、回復した際には復帰をさせて頂きたいと

思っています。皆様の今後の活躍とご健康をお祈り申



し上げます。

板津和博君

役員・理事の皆様、1年間有り難うございました。親

睦活動委員、会員の皆様、ご支援・ご協力有り難うご

ざいました。

東白川村町、表敬訪問ご参加の皆様、お疲れ様でした。

渡辺君、色々お世話になり、有り難うございました。

栗木和夫君

今日で田中年度の例会も最後ですね。田中会長はじめ

役員・理事の皆様、お疲れ様でした。

次回ゴルフコンペ、総握りよろしく！今回収益2万円

ほど、大変満足。

神戸 剛君

今日で田中年度の例会も最後ですね。田中会長はじめ

役員・理事の皆様、お疲れ様でした。

加藤憲治君

海部連保護者会の浅井会長、土方・静谷副会長、我が

クラブへの来訪有り難うございました。

田中年度理事・役員の皆様、ご苦労様でした。

黒野晃太郎君

役員・理事の皆様、お疲れ様でした。

家田安啓君

田中会長、藤田隆志幹事、1年間ご苦労様でした。

寺澤正樹君

6月18日の取り切り戦で、初参加初優勝させて頂きま

した。今後とも皆様、よろしくお願いします。次回は

ぶっちぎりです。

山田尊久君

田中年度役員・理事、委員長の皆さん、1年間有り難

うございました。

後藤雅光君

こんにちは、皆さん元気ですか。今年は色々ありまし

たね。田中会長、1年間ご苦労さんです。今後ご健康

に。

後藤裕一君

今日で田中年度の例会も最後ですね。田中会長はじめ

役員・理事の皆様、お疲れ様でした。

北野庸夫君

色々ありましたが、田中年度お疲れ様でした。

黒川元則君

田中年度役員・理事の皆様、お疲れ様でした。会員の

皆様にはご協力有り難うございました。

水野 眞君

1年有り難うございました。

水谷安紀君

田中会長、お疲れ様でした。

中澤浩一君

6月26日東白川村植樹イベント打合せ参加の皆様、ご

苦労様でした！！里の自然が

小倉廣三様

田中年度も今回で終わりですね。皆様お疲れ様でした。

酒井和雄君

田中年度の皆さん、ご苦労さんでした。

山田幹夫君

今日で田中年度の例会も最後ですね。田中会長はじめ

役員・理事の皆様、お疲れ様でした。

合 計 １２５，０００円

役 員 ・ 理 事 退 任 挨 拶

副会長 鈴村與左衛門君

今年度はコロナの影響もあり、今までにない約3か月間

の例会休会もあり、大変な１年になりました。会長の補佐

としては何の役にも立てませんでしたが、 無事に最終例会

が出来て皆様のご協力に感謝しております。この1年、皆

様には大変お世話になりありがとうございました。

会計 山田幹夫君

本年度のあまRCにおける活動

は、新型コロナウイルスによる

非常事態宣言等により極めて変

則的であった。特に3月から5月

までの例会の中止等で、収支決

算も大きな変更をせざるを得な

い事となった。これによる当初の予算との差異は次のとお

りである。また、これとは別に家族会等の効率的な予算配

分により経費の削減を実現できた事について当該委員会の



皆様のご努力に敬意を表したい。

緊急事態宣言での活動変更による当初予算との収支差異（概

算）

会長エレクト 山田尊久君

田中正博年度、最終例会を迎え役員・理事、委員長さん、

本当にご苦労様でした。6月22日の例会にてクラブの定款

・細則が審議され承認されました。2019年規定審議会に

おいて決定されました内容です。これによりまして山田尊

久年度ではあまRCの伝統を大切にしながら、時代の変化に

対応してより活力のある活動へと道が開かれました。

3か月程例会が休止となりました。その間、田中会長と

は頻繁に連絡を取り合いました。田中会長の人との繋がり

の大切さを実感いたしました。私にとって大きな支えを持

った気がいたします。有難うございました。

直前会長 大竹敬一君

田中会長、１年間本当にお疲れ様でした。50周年直後の

会長という事で、ご腐心された部分もあったと拝察します

し、想定外のコロナ禍でご苦労されたことと思います。そ

のお人柄で、会長年度を乗り切られたことに心より敬意と

感謝を申し上げます。直前会長として何のご協力もできな

かったことを心苦しく思いますが、せめて足だけは引っ張

らないようにと、年初より心掛けたつもりです。コロナで

苦難の船出となる山田尊久新会長にエールを送り、退任挨

拶とさせていただきます。

クラブ奉仕委員長 臼井幹裕君

本年度クラブ奉仕委員長を務

めさせていただきました。思え

ば、「参加しよう、語り合おう、

研鑽を積もう、楽しもう」とい

う４つのキーワードをもとに、

クラブの運営に携わる覚悟で取り組んで参りましたが、残

念ながら本年度後半については、これに十分に応えること

ができない結果となってしまいました。ただ、コロナ禍の

非常事態の下においても、田中会長のリーダーシップのも

と理事・役員と協議し、会員皆様に週報号外をお届けする

など例会再開に向けて微力を尽くしたことは貴重な経験と

なりました。ありがとうございました。次年度より8委員

会の新体制での運営に期待を寄せつつ退任の挨拶とさせて

いただきます。

親睦活動委員長 板津和博君

今年度、親睦活動委員長をさせていただきました、板津

でございます。会長方針に基づいて、会員の皆様、奥様ご

家族様に、それぞれに楽しんで頂ける企画を数多く方針で

始めましたが、最初の長良川花火大会の中止に始まり、新

型コロナの影響で春の家族会も中止となり残念なことにな

りました。しかし長良川花火大会、御園座鑑賞会、年末家

族会と田中年度らしさが出て、繋がりを感じる温かく和や

かな雰囲気の中で皆様に楽しんいただけたかと思います。

この１年間、親睦活動委員長として理事をさせていただき、

親睦活動委員の皆様及び会員の皆様には多大なご支援、ご

協力いただき、この場を借りて深く御礼申し上げます。こ

の経験を今後のロータリー活動に生かし、あまRCの発展と

ともに私自身も成長できるよう頑張っていきたいと思いま

す。本当に一年間ありがとうございました。

職業奉仕委員長 栗木和夫君

あまRCのホームページと会員

企業のホームページがリンク出

来るようになり、大変良かった

と思っております。また、職場

見学会では地元のJAあいち海部

トマトセンター及びトマト栽培

ハウスの視察をし、地元特産物であるレンコン創作料理を

お昼に味わいました。その際には多数の方にご参加いただ

きありがとうございました。

ホームページのURLです。

http://www.kuriki-exp.jp/

よろしくお願いいたします。

社会奉仕委員長 竹田竜一郎君

今年度は、新型コロナウイルス騒動があり、後半は活動



が制限させられたり、変更事項が多くありましたが、就任

当初からの目標であった事業はかなり実地する事が出来ま

した。新型コロナ対策として、津島RCと一緒に地域の病院

へマスクとフェイスシールドの贈呈を行いました。環境保

全委員長の横井君とは、530運動は中止となりましたが、

川掃除への参加、花クラブやホタルの会への寄付等を実地

出来ました。地域社会奉仕委員長の中島君との家族の命を

守るカードは、度重なる打合せの上、完成出来、何とか6

月30日に贈呈式を行う事が出来るようになり安堵しており

ます。今年度の最後の最後まで田中会長や事務局にご足労

をかけることとなり、申し訳ございません。皆様のご協力

により事業が行えたことに感謝申し上げます。

青少年奉仕委員長 黒川元則君

今年度、上半期は計画通りあまボーイスカウト、あま地

区子供会スポーツ大会、大治ちびっこ農園等現場に伺い、

あまRCとの繋がりや育成支援事業を肌で感じる事が出来ま

した。下半期の事業はコロナ禍で全て中止となり、ハッピ

ートークアカデミーへの助成金授与のみとなり大変残念で

した。これからも微力ながら青少年育成活動に支援してい

きたいと思います。１年間皆様にご協力を頂き本当にあり

がとうございました。

国際奉仕委員長 稲垣秀樹君

今年度、国際奉仕委員長の稲

垣秀樹です。本来ならば、ハワ

イの国際ロータリー大会の報告

をさせていただくところですが、

新型コロナの影響で、国際大会

の開催が中止となってしまいま

した。ですので、この短縮例会の中で、発表者4人の中の

一人に加えていただき、喋る機会を与えてくださった田中

会長の温かいロータリー愛に感謝申しあげます。

下半期に予定していた汐止RCの皆様の来訪ならびに創立

周年記念式典への参加の事業もすべて中止となり、周年祝

金のみを送らせていただきました。上半期のみの活動とな

ってしまいましたが、昨年10月に実施したベトナム山岳地

域への支援活動は、とても印象的でした。ご支援をいただ

いた皆様にはあらためて感謝申しあげます。

国際奉仕活動の醍醐味は、①滅多にいけないところへ行

くことができる。②現地の子供たち、その地の民族に直に

触れあうことができる。③現地のNPO法人・行政機関とコ

ンタクトを取ることができる。④現地での活動が地元のメ

ディアに紹介される。⑤支援活動がそのまま形となって残

る。にあると思います。次年度の国際支援事業はありませ

んが、今後とも多くの皆様にご参加されますことを祈念申

しあげます。会員の皆様のご支援、ご協力に心より感謝申

しあげます。一年間ありがとうございました。

ロータリー財団委員長 真木伸一君

ロータリー財団の使命の中で、健康の改善支援がありま

す。ポリオプラス基金として、1人当たり30ドル支援、教

育への支援、貧困を救済する支援として、年次寄付1人当

たり150ドルを寄付いたしました。

昨年11月25日ロータリー財団月間には、地区の委員長

に来ていただいて、フォーラムを開催しました。

本年度の財団寄付者7名（12口）となりました。目標8

名で2名不足。新型コロナ禍で、後半殆ど活動できず申し

訳ありません。会員の皆様のご協力にお礼申し上げます。

副幹事 池﨑晴美君

副幹事として1年間多くの事を学ばせていただき、有り

難うございました。あまRCの伝統と、田中年度で教えてい

ただいた事、経験させていただいた事を念頭に、山田会長、

稲垣副会長と共にしっかりと務めてまいります。

親睦活動委員会

７月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

青本 道春 S.23.7. 3 前田 純子 7. 4

大竹 敬一 S.28.7.21 （重廣）

加藤 春視 S.32.7.20 木下 睦子 7.26

山本 輝幸 S.32.7.23 北野 宏美 7.12

柏子見すえ子 7.30

紅谷恵美子 7.16

山本美智子 7.28

篠田 敦美 7 .8

（耕伸）

山田 葉子 .7.30

（広明）

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



委 員 会 報 告

社会奉仕委員長 竹田竜一郎君

5月14日（木）、大治町いきいき花クラブ様へ寄付の

贈呈式を行いました。今回は3密を避ける為、屋外での贈

呈式となりました。村上大治町長、横井大治議会議長も参

加していただきました。あまロータリークラブからは、田

中会長、竹田社会奉仕委員長、横井環境保全委員長、神田

環境保全副委員長の４名が参加しました。

5月29日（金）、津島ロータリークラブと合同で、津島

市民病院・海南病院・あま市民病院の3病院へマスク及び

フェイスシールドの贈呈式を行いました。津島ロータリー

クラブの例会会場にて、あまロータリークラブからは、田

中会長・鈴村副会長・竹田社会奉仕委員長の3名が出席し

ました。3病院から感謝状もいただきました。


