
２０２０年 ７月 ６日（晴れ） 第１週 第２３１４回例会

Song ”君が代・奉仕の理想”

Visitor 七田隆二君（名古屋守山RC）

Guest 米山奨学生 ディア・ラマワティ・トハ

リさん

Attendance

会員 ７２名 欠席 １４名 出席率 ７６．６７％

President Time 山田尊久 会長

皆さん、こんにちは。いよいよ始まるんだという喜びと

不安で少し興奮しています。改めまして、あまRC第52代

会長を仰せつかりました山田尊久でございます。これから

一年間、上手にかじ取りができますか不安で一杯でありま

すが、全身全霊をささげて取り組んでいきたいと考えてい

ます。池﨑晴美幹事、そして稲垣秀樹副会長ともどもどう

かよろしくお願い致します。

さて、会長方針を述べさせていただく前に、お二人の方

にまずお礼を申し上げたいと思います。最初に、あまRC5

0周年記念行事を立派に成し遂げられました、第50代会長

の大竹敬一パスト会長です。あまRCの大竹和美初代会長の

設立の思いを、さらに確固たるものにして私たち会員一人

一人に示してくださいました。そして私、会長指名を、い

ただきましたことも、いまだに胸のときめきが収まりませ

ん。そして、お二人目は、大変な状況の中で、最後までし

っかりとあまRCを引っぱって来られました田中正博直前会

長です。田中会長は、大竹初代会長の大切にされていまし

た「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」とい

うお言葉を愛され、人とのつながりの大切さを身をもって

教えていただきました。私はこのあまRCの歴史と良き伝統

を守って取り組んでこられましたお二人の会長に、十分に

答えられますようしっかりと胸に収めて進めていきたいと

考えています。お二人と申しましたが、もうお一人、今に

なって本当に感謝をしています方が見えます。それは、山

田尊久年度の委員会構成表を考えていました昨年の9月28

日です。私が是非、クラブ奉仕委員長をお願いしますと申

し上げたところ、快く引き受けていただきました加藤徹会

員です。大竹年度で加藤徹幹事が戦略委員長をされていま

した時、クラブ奉仕委員会の13委員会を8委員会に統合す

る案を自らまとめて提案されました。この山田尊久年度よ

り8委員会としてスタートすることになる基本を作ってい

ただきました。ロータリーの活動を行う上で重要な場とし

Today 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）

Next Week ８月 ３日（第２３１６回）

担当 山田尊久 会長

演題 クラブアッセンブリー（前半）

新年度事業計画



てこの委員会があります。経験豊富なメンバーと新しいメ

ンバーが同じ委員会で活動することにより、これまでクラ

ブが取り組んできた事業の継続性や活性化が図られ世代を

超えたメンバーの交流も促進されます。 そして、私はこ

の委員会活動を通して自分の職業を生かして、参加する機

会を自ら考え取り組んでいく姿勢が大切だと考えます。ロ

ータリーと共に自分を高め、自分の職業を通して社会に繋

がっていく機会になっていくと思います。

今日は初例会にあたりまして皆様方に感謝すると同時に

「ロータリーと共にみんなで学ぼう」という話をさせてい

ただきました。それではこれで、私の挨拶といたします。

有難うございました。

Secretary Report 池﨑晴美 幹事

１ 上半期会費等を請求させていただきますので、宜しく

お願いします。

２ ロータリーレートが7月1日より１ドル107円に変更

となりました。

３ 今西邦弘さん、河瀬文一さんが6月30日付で退会され

ました。

４ 次週7月13日（月）は定款による、20日（月）は海

の日の振り替えによる休会です。

５ 7月27日（月）の例会場が名鉄ニューグランドホテル

に変変更となります。

６ 大西晃弘君がPHFに寄付されました。

７ 東海広光君が第4回MPHFに寄付されました。

田中直前会長から山田尊久会長へ会長バッチ引き継ぎ

田中直前会長に記念バッジ贈呈

米山奨学生 トハリさんに奨学金贈呈

乾杯の発声は北野君

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

山田尊久 会長

今日は新年度の初例会です。会員の皆様方にお世話に

なります。ご指導宜しくお願いします。



稲垣秀樹 副会長

山田尊久年度役員・理事、各委員長の皆さん、1年間

宜しくお願いします。

大竹敬一君

山田尊久年度役員・理事、各委員長の皆さん、1年間

宜しくお願いします。

加藤憲治君

山田尊久年度役員・理事の皆様、1年間健康に留意し

て頑張って下さい。、

田中正博君

山田尊久丸、出航おめでとうございます。頑張って下

さい。

東海広光君

山田尊久年度初例会おめでとうございます。山田尊久

君らしい1年になりますことを祈念いたしております。

私、今年度「ロータリー財団委員長」を担当いたしま

す。会員の皆様にはロータリー理念に共感していただ

き、ロータリー財団の活動を支えるためにご支援・ご

協力をよろしくお願いいたします。ちなみに今月のロ

ータリーレートは107円です。「是非あなたも1,000

ドルを」

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年間ご苦労さんでした。今後もご

健康に。

神戸 剛君

山田尊久年度役員・理事、各委員長の皆さん、1年間

よろしくお願いします。

加藤 徹君

今年度も充実した年度となりますように。

児玉憲之君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

真木伸一君

皆さんにお会いできて嬉しいです。

中澤浩一君

山田尊久年度、盛り上げていきましょう。

酒井和雄君

真木会長のマキテック、中部経済新聞の1面に掲載、

おめでとう。

小倉廣三君

山田尊久年度役員・理事、各委員長の皆さん、1年間

よろしくお願いします。

竹田竜一郎君

山田尊久年度役員・理事、各委員長の皆さん、1年間

よろしくお願いします。

山本輝幸君

山田尊久年度、盛り上げていきましょう。

横井久雄君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

本日出席の皆様より

新年度発会として

7月お誕生日お迎えの方々より

合 計 １２３，０００円

新 役 員 挨 拶

副会長 稲垣秀樹君

今年度、副会長を仰せつか

りました稲垣秀樹です。今年

度の会長方針は「建築と環境

と人間」です。新型コロナの

影響もあって、思うように事

前打ち合わせが進まず、IDM

も開催することができず、大変皆様にはご心配をおかけし

ましたが、皆様のご協力をいただき、山田年度を無事にス

タートすることができました。本年度は、新型コロナの感

染拡大予防対策を図り、様々な制約が当分の間続く例会運

営になると思います。皆さんで工夫し、進めていきたいと

思っております。微力ながら、会長を補佐して、理事の皆

様とも連携を取り、1年間頑張っていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

会計 北野庸夫君

会長方針に基づき、クラブ

の健全な会計運営に努める。

田中年度はコロナウイルス

のため例会が少なく、支出が

抑えられましたが、基本的に

は会員が減少し、収入がかな



り減っております。各委員会においては、極力支出を抑え

ていただきたいと思っております。

SAA 黒野晃太郎君

コロナの影響で、例会・家

族会等の運営が難しくなりま

す。この様な時こそ、会員各

位の品性、自覚が大切です。

皆様の協力により、充実した1

年にいたしましょう。

直前会長 田中正博君

前年度はコロナ禍の激動の

中、大変お世話になりました。

本年度はお役御免と思っていま

したら直前会長のお役目がある

そうで、役員の一端を担うこと

になりました。山田尊久年度は、

新型コロナウイルス感染が終息して素晴らしい1年になり

ますよう、微力ではございますが協力を惜しまないつもり

です。どうぞよろしくお願いします。

幹事 池﨑晴美君

いよいよ山田尊久年度がスタ

ートいたしました。今年度幹事

として先輩方にご指導いただき

ながら、学ぶことばかりの1年

になるかと思いますが、皆様に

愛される山田尊久年度となりま

すように一生懸命務めてまいります。また、新型コロナウ

イルス対策もしっかりとしてまいります。よろしくお願い

いたします。

委 員 会 報 告

地域社会委員長 中島英之君

『家族の命を守るカード』贈呈式

社会奉仕委員会 竹田委員長、地域社会奉仕委員会 中島

委員長の合同での行事です。あまRCからの出席者は田中会

長、竹田委員長、中島委員長、池﨑会員（司会）でした。

7月1日中日新聞尾張版掲載

4 4 8 回 ゴ ル フ 部 例 会

2 0 2 0 年 6 月 1 8 日 桑 名 C C

Rank N A M E OUT IN GROS H'C NET

優勝 寺澤正樹 52 50 102.0 28.8 73.2

２位 板津和博 50 42 92.0 18.0 74.0

３位 黒川元則 46 49 95.0 20.4 74.6

４位 青本道春 50 49 99.0 24.0 75.0

５位 田中正博 52 47 99.0 24.0 75.0

６位 中澤浩一 47 44 91.0 15.6 75.4

７位 伊藤正征 47 49 96.0 19.2 76.8

８位 東海広光 49 50 99.0 21.6 77.4

９位 家田安啓 53 51 104.0 26.4 77.6

１０位 山田幹夫 45 51 96.0 18.0 78.0

１１位 栗木和夫 47 47 94.0 15.6 78.4

１２位 宇津山弘 49 51 100.0 21.6 78.4

１３位 髙山　敏 48 49 97.0 18.0 79.0

１４位 大西晃弘 57 52 109.0 30.0 79.0

１５位 後藤裕一 56 54 110.0 30.0 80.0

ＢＢ 小倉廣三 64 56 120.0 36.0 84.0

17位 鈴村與左衛門 60 62 122.0 36.0 86.0


