
２０２１年 ７月 ５日（曇り） 第１週 第２３５３回例会

Song ”君が代・奉仕の理想”

Guest 米山奨学生 牟 桐君

Attendance

会員 ６７名 欠席 ６名 出席率 ８９．４７％

President Time 家田安啓 会長

第53代の会長に就任致しました家田安啓です。現在65

歳、職業は弁護士です。平成20年7月7日、当クラブの40

周年の年に入会しました。50周年の大竹敬一会長のもとで

副会長をさせていただき、今年度第53代の会長となりまし

た。

今年度の会長方針を説明いたします。『ロータリーの原点

を見つめなおそう。親睦と奉仕、そして４つのテスト』で

す。地区研修協議会の報告を先週いたしましたが、今年度

のRI会長であるシェカール・メータ会長のテーマは、『SE

RVE TO CHANGE LIVES』（奉仕しよう みんなの

人生を豊かにするために）であり、2760地区の沓名俊裕

ガバナーのガバナー方針は、「チェンジロータリー 新時代

への成長に」－ コロナゼロ・カーボンゼロ支援 － とい

うものです。

これに対し、私の会長方針は全く異なるものです。近年、

RIや2760地区は、外に向けた奉仕活動を重点とする傾向

にあり、今年度の方針もそのようになっています。しかし

ながら、ロータリークラブは、団体として奉仕するのでは

なく、個人がその職業を通じて社会に奉仕することを根本

とし、その原点は、会員相互の親睦と職業奉仕であると考

えています。その結果として、あるいはその中の奉仕活動

の結果として、青少年の育成や、国内および国際社会に貢

献でき、ひいては社会から認知され、尊敬される存在にな

れるものではないでしょうか。私は、外向きの奉仕活動を

否定するものではありませんが、ロータリアンにとって、

奉仕は目的ではなく、結果ではないかと思っています。

異論は多々あると思いますが、まずは、今こそ原点を見つ

めなおす必要があると考えています。

インターネット等が発達した現代においては、情報が錯

綜し、何が正しいのか、誰が正しいのか、良くわからない

社会になっています。同時に、人との直接のコミュニケー

ションがとりにくくなっており、結果として自分が第一と

いう考えが当たり前になっているようです。しかしながら、
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伊藤 彰ガバナー補佐（稲沢RC）



ロータリークラブはそうではないと信じています。ロータ

リークラブの４つのテストでは、「真実に基づき、みんなに

公平であり、みんなのためになるかどうか」といい、加え

て「好意と友情」という人間同士のつながりの重要性を中

心に据えています。コロナにより、オンラインが普及し、

同時にインターネットなどで誹謗中傷が横行している時代

だからこそ、例会を開いて、多少のディスタンスはとるも

のの、直接会話をすることにより親睦を深め、真実に基づ

いて、みんなのためになることをすることが重要ではない

でしょうか。この「４つのテスト」こそが、ロータリーの

原点であり、同時に社会の原点であると考え、今まさにこ

れを見つめなおそうというのが私の年度のテーマです。

コロナウイルスの蔓延という状況は今後改善されていく

と思いますが、リバウンドもあるかもしれません。それで

も、できるだけ、例会やパーティや家族会等で親睦を深め

るようにしていきたいと思っています。 １年間よろしく

お願いします。

Secretary Report 中島英之 幹事

１ ロータリーレートが7月1日より1ドル111円に変更と

なりました。

２ 上半期会費等を請求させていただきますので、よろし

くお願いします。

３ 次回7月12日（月）例会はクラブアッセンブリーです。

各委員長さん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

ご依頼ください。

山田尊久直前会長に記念バッジ贈呈

池﨑前幹事に記念バッジ贈呈

米山奨学生 牟 桐君に奨学金贈呈

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

家田安啓 会長

私の年度が始まりました。1年間よろしくお願いしま

す。



谷川浩司 副会長

今年度副会長を拝命いたします。よろしくお願いいた

します。

中島英之 幹事

いよいよ家田年度が始まります。よろしくお願いいた

します。

大竹敬一君

家田会長、谷川副会長、中島幹事他皆さん、新年度の

スタートを心よりお喜びします。

前田重廣君

家田新会長、おめでとうございます。

ニコボックスの皆様、ガンバッテ下さい。

黒野晃太郎君

本年は例会が無くなりませんように！

西川広樹君

家田年度のスタートです。コロナも早くなくなるでし

ょう。

加藤憲治君

家田年度スタート。役員・理事の皆さん、健康に留意

してガンバッテ下さい！

山田尊久君

いよいよ家田年度の始まりです。素晴らしい年度とな

りますように。

後藤裕一君

家田年度始まりました。皆さまよろしくお願いします。

池﨑晴美君

家田年度スタートおめでとうございます。私事ですが、

7/3・4、琵琶湖100㎞ウォーキングに参加し、完走

しました。体中ガタガタです。7月のスタートを楽し

んでます。1年よろしくお願いします。

板津和博君

家田年度の船出、おめでとうございます。早くコロナ

が終息して、普通にロータリー活動が出来ることを願

っています。

北野庸夫君

前年度山田尊久会長、池﨑幹事さん、大変な1年でし

たね！ご苦労様でした！今年度、私はプログラムです。

よろしく！

児玉憲之君

家田年度の門出を祝して。1年間よろしくお願いいた

します。

黒川元則君

コロナ自粛要請中で、着てもいない服が全て縮んでし

まって困ってます。

家田年度スタートおめでとうございます。

水野 眞君

今年度もまたよろしく。年を経てくたびれてきました。

中澤浩一君

ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。解放されて

とっても楽々です。

小倉廣三君

家田年度のスタートです。１年間どうぞよろしくお願

いいたします。

大西晃弘君

山田尊久直前会長、先日は素敵な賞品を頂き、有り難

うございました。連日脚を鍛えておりますので、また

成果をご報告いたします。水原君、ごめんなさい。

酒井和雄君

家田会長、コロナ禍ですが、ガンバッテください。

田邊正紀君

ニコボックスに協力します。

宇津山弘君

家田年度スタートです。頑張って下さい。

合 計 １６０，０００円

新 役 員 ・ 理 事 挨 拶

副会長 谷川浩司君

今年度、副会長を拝命

いたします谷川浩司であ

ります。

今年度家田会長は「ロ

ータリーの原点を見つめ

なおそう。ロータリーの

原点とは4つのテストであ

る」と仰っておられますが、会長のお考えを伺っていくう

えで感じたのは、ロータリーは『WE SERVE』という考



えが中心に御有りになるな、今年度の会長の本質は『I S

ERVE』なんだな、この考えでクラブ運営に当たられるお

つもりだなと私は感じております。これを念頭に確りと家

田会長を支えてまいります。また、新型コロナの影響で準

備理事会・IDMなど予定通りにならないことも御座いまし

たがその分、中島幹事を中心に家田会長・伊藤クラブ奉仕

委員長そして私の4人を持って4役会といたしまして頻繁に

会合を行い、その後各位と連絡を取り、しっかり準備して

まいりました。会員各位におきましては御安心いただきま

してロータリーライフをお楽しみいただきたいと存じます。

それでは皆様、一年間お世話になります、どうぞ家田年度

をお楽しみください。ありがとうございました。

会計 青本道春君

１．クラブの健全な会計運

営に努める。

２．会長方針に基づき、適

正な資金運用に努める。

SAA 栗木和夫君

１．卓話者、ゲスト、ビジ

ターの方々に対して失礼の

ないように配慮する。

２．会場委員会、親睦委員

会と緊密な連携を保ち、品

位ある例会に努める。

３．会員同士の呼び方に注

意する。年齢、入会年数等、時と場所を考える。

会長エレクト 臼井幹裕君

こんにちは。家田年度の

会長エレクトを務めさせて

いただきます。「ロータリー

の原点を見つめなおそう」

というテーマのもと、家田

会長初め理事役員の所作を

後ろから拝見し、勉強させ

ていただく１年となります。コロナ感染予防など健康に留

意しながら、伝統あるあまロータリークラブの活動を理解

するよう努めて参ります。微力ですが、家田年度から無事

バトンを受け取れるよう、力を尽くして頑張ります。よろ

しくお願いします。

直前会長 山田尊久君

「ロータリーの原点を見つ

めなおそう。親睦と奉仕、

そして4つのテスト」今こ

そじっくりと考えてみたい

と思いました。私にとって、

入会当時の新鮮な気持ちを

思い起こすテーマです。家

田会長と共に学んでいくことが楽しみとなりました。どう

かよろしくお願いいたします。

クラブ奉仕委員長 伊藤正征君

8委員会に再編されて二

年目となり、委員会の活性

化が期待される今、家田会

長の元、8委員会の委員長

が個性を発揮できるよう、

クラブ奉仕委員長として意

味のあるIDMを開催し、委

員会活動を通じて親睦と友情をより深められるよう委員会

をサポートして行きます。

親睦活動委員長 小倉廣三君

会長方針「ロータリーの

原点を見つめなおそう。親

睦と奉仕、そして４つのテ

スト」に基づき、会員同士

の親睦をより深めるための

活動を行います。また、日

頃より会員を支えてくださ

るご家族の方々にもロータリー活動をお楽しみいただき、

親睦と奉仕の場を提供いたします。1年間よろしくお願い

いたします。



職業奉仕委員長 中澤浩一君

ロータリーへの入会を検

討している頃、先輩からロ

ータリーとは一言で言って

職業奉仕であることを告げ

られ、ピンと来なかったこ

とを覚えています。職業奉

仕とは生業を持った全ての

人が、自分の職業を極め、卓越し効率性を高める事、そし

て道徳心を持ち、三方善で社会に奉仕することだと確信し

ています。その事をロータリー活動の中で形式化し、会員

相互の交流を持ちながら、楽しく勉強し実行し、応援して

いく具体的な活動を実施できればと存じています。

その一環として、具体的には2案検討しています。1案はあ

ま市の新庁舎が現在建設中です、あまRCの会員企業も事業

参入しているプロジェクトですが、国土強靭化による免振

工法施工の解説等最先端の建設技術を見学できればと思っ

ています。2案は岐阜県郡上市にありますコンタクトレン

ズのメニコン郡上工場の見学ツアーです、周辺の郡上市は

水の奇麗な、風光明媚な観光地でもあり、散策にぴったり

です。おすすめのイタリアンレストランもありここも観光

面でも見学の意味ありだと考えます。また、出来るだけID

Mを実施し、事前に会員会社のホームページ等を閲覧して

もらい委員相互で語り合い、印象等を報告する企画を計画

しています。等々、初めての理事入りで右往左往していま

すが、家田会長や中島幹事の方針に沿い会員各位の教えを

いただき、この大役をやり遂げたいと存じています。

どうぞご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

社会奉仕委員長 児玉憲之君

家田年度の会長方針に基

づき、地域内の社会奉仕事

業に支援をして参ります。

また、継続事業へはそれぞ

れの良さを改めて認識でき

るよう参画していきます。

１．継続事業への支援。

２．地域防災事業への支援。

３．地域環境事業への支援。

先が見えないコロナ禍の中ではありますが、感染防止に留

意して、支援先に行きたいと考えています。また、会員の

皆様にも参画しやすいように配慮して企画してまいります。

どうぞ一年間よろしくお願い致します。

青少年奉仕委員長 山田広明君

今年度、青少年奉仕委員

長を仰せつかりました山田

広明です。今年度の会長方

針に基づき、地域内の青少

年活動を支援します。また、

青少年とともに学ぶという

テーマを掲げ、ボーイスカ

ウト、ガールスカウト等の活動、育成に参加協力し、地区

RYLAセミナーに協賛します。

地域内で頑張っている青少年に対してピックアップして支

援します。コロナが落ち着けば卓話等も是非ともしていた

だきたいと思っています。あまRCのメンバーの皆様のご支

援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます

国際奉仕委員長 後藤裕一君

この度、国際奉仕委員長

を拝命した後藤裕一です。

世界中でコロナウィルス感

染が蔓延する状況下、ワク

チン接種も徐々に進んでお

りますが、まだまだ従来の

ようなロータリー活動が難

しい現況です。この状況を踏まえて、今年度会長方針の

”ロータリーの原点を見つめなおそう。親睦と奉仕、そし

て4つのテスト”を踏まえて新しい生活様式における国際

奉仕活動に取り組んで参りたいと思います。活動として、

１：新型コロナウィルス感染状況を把握し、あまロータリ

ークラブとしての国際奉仕活動を積極的に推進する。

２：姉妹クラブの台湾・汐止ロータリークラブの40周年記

念式典への参加方法を検討し、交流の深化・継続を積

極的に推進する。

３：ヒューストン国際大会への会員の参加推進を図る。（新

型コロナウィルス感染状況によってはオンライン参加

の場合も考えられる。）

コロナ禍において海外との交流に難しい局面が続きますが



あまロータリークラブの会員皆様のご支援とご協力を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。

ロータリー財団委員長 大竹敬一君

家田会長の会長方針に基づ

き、ロータリー財団への支

援の窓口として活動します。

財団への貢献度も高いクラ

ブとして評価をいただいて

きた先輩諸兄のご努力に敬

意を表し、その志を継ぐた

め、会員各位の財団寄付へのご協力をよろしくお願いしま

す。

副幹事 大西晃弘君

入会から8年経ちました

が、正直なところ幹事とい

うのは自分とは関係のない

世界の話と考えておりまし

た。お話をいただいた時は

本当に悩みましたが、これ

も何かのご縁であると腹を

括って今こうしてご挨拶をさせていただいております。次

年度（臼井年度）を盛り上げるべく、今年度は副幹事とし

て中島幹事の元、しっかりクラブ運営を勉強させていただ

きたいと思います。会員の皆様にはご迷惑をおかけするこ

ともあると思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

幹事 中島英之君

今年度幹事を仰せつかり

ました中島英之でございま

す。いよいよ家田年度が始

まり、身の引き締まる思い

です。半年前から次期役員

会、準備理事会等を行って

きましたが、この半年の準

備期間の中、新型コロナウィルスによる緊急事態宣言によ

り準備理事会が3回も中止となりました。特に直前の5月、

6月の準備理事会が中止となりましたが、何とか6月下旬に

開催はできたものの準備不足であることは否めません。

役員、理事、委員長の皆さんと力を合わせ、会員の皆さん

に楽しんでいただけるよう、クラブ運営を行っていきたい

と思います。1年間よろしくお願いいたします。

第 4 5 2 回 ゴ ル フ 部 例 会

2 0 2 1 年 6 月 2 2 日 桑 名 C C

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

優勝 寺澤正樹 47 42 89.0 21.6 67.4

２位 神戸　剛 57 66 123.0 52.8 70.2

３位 西川広樹 51 45 96.0 24.0 72.0

４位 黒川元則 42 43 85.0 12.0 73.0

５位 板津和博 42 48 90.0 16.8 73.2

６位 東海広光 44 44 88.0 14.4 73.6

７位 大西晃弘 48 50 98.0 24.0 74.0

８位 北野庸夫 46 45 91.0 16.8 74.2

９位 小倉廣三 46 48 94.0 19.2 74.8

１０位 田中正博 44 43 87.0 12.0 75.0

１１位 髙山　敏 51 48 99.0 24.0 75.0

１２位 石原宏亮 52 52 104.0 28.8 75.2

１３位 武藤正俊 40 43 83.0 7.2 75.8

１４位 伊藤正征 46 49 95.0 19.2 75.8

１５位 古川　宏 56 56 112.0 36.0 76.0

１６位 加藤春視 46 46 92.0 14.4 77.6

１７位 水原麻希 55 48 103.0 24.0 79.0

１８位 後藤裕一 46 50 96.0 19.2 76.8

１９位 家田安啓 46 54 100.0 19.2 80.8

２０位 中島英之 46 41 87.0 4.8 82.2

２１位 伊藤英毅 56 58 114.0 31.2 82.8

BB 谷川浩司 49 52 101.0 14.4 86.6

２３位 竹田竜一郎 57 55 112.0 21.6 90.4


