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Song
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”君が代・奉仕の理想”

私は、会長方針で、「ロータリー活動に積極的に参加しよ
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－Join us and participate ! －」とさせていただき

ました。ロータリー活動に積極的に参加するという意味は、

President

Time

臼井幹裕

会長

1つにはそもそもロータリークラブに加入して欲しいとい
うことです。Join us

即ち私たちのロータリークラブに

入ってもらうことが、重要であると受け止めています。そ
の意味で、松村君が本年度発会の日に入会しましたことは、
大変ありがたいことです。今後も引き続き当クラブへの勧
誘と加入を会員の皆さんで取り組んでいくことができれば
と思っています。また、ロータリー活動に積極的に参加す
るという、もう１つの意味は、例会に積極的に参加する、
出席して欲しいということです。11回、19回、6回。こ
れは、直近３年度に例会を予定していながら開催できなか
った回数です。本年度は、全41回の例会を予定しています。
こんにちは。あまロータリークラブ第54代会長を務めさ

この全回開催を実現します。そして、例会が、皆さんにと

せていただきます臼井幹裕です。初めての会長挨拶に、緊

って貴重な時間であることを自覚し、学びの場、親睦の場

張しています。これまで歴代会長が務めてきた責任ある立

として、より有意義な時間となるよう、そのあり方を工夫

場を受け継ぎ、クラブ運営に携わることに不安がないと言

していきたいと思います。

えば嘘になります。しかし、本年度は、理事・役員の皆さ

どうかよろしくお願いいたします。

んと準備理事会を無事に開催してきました。そして、私自
身もPETS（会長エレクト研修）を通じてロータリーにつ

Today

７月１１日（第２３９２回）

いて学んで来ました。私たちの理事会のメンバーは大変に

担当

臼井幹裕 会長

協力的であり、建設的であります。私一人では何もできま

演題

クラブアッセンブリー
新年度事業計画

せんが、理事・役員の方々と協力してこの重責を果たして
いくことができるのではないかと期待もしています。どう
か会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
まず、松村文登君の入会を心より歓迎申し上げます。会
員の皆さんとの親睦・交流を通じてロータリーの魅力を感
じていただき、末永くお付き合いできることを願っていま

Next Week

７月２５日（第２３９３回）

担当

黒川元則 プログラム委員長

演題

会員卓話
後藤袈裟美会員・木下章吉会員

Secretary Report
１

大西晃弘

幹事

ロータリーレートが7月1日より1ドル136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

次週7月11日（月）例会はクラブアッセンブリーです。
各委員長は本年度事業計画を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にご依頼くだ
さい。また、会報掲載用原稿を今週金曜までに事務局
へ提出してください。
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ニ
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ご投函有り難うございます
臼井幹裕

会長

新年度を迎えました。気持ちを新たに、一所懸命に取
り組んで参ります。どうかよろしくお願いします。
早速、新会員として松村文登君の入会があり、大変う

れしく思います。
後藤裕一

谷口充子君

副会長

臼井年度が始まりました。皆様よろしくお願いいたし

臼井年度、いよいよスタートです。今年1年、よろし
くお願い致します。

ます。
山田尊久君

本日、松村文登君が入会されます。あまRCへようこ

臼井年度、いよいよスタートですね。素晴らしい年度

そ。

となりますように。

大西晃弘

幹事

伊藤英毅君

臼井年度の初例会を迎え、期待と不安と緊張で何とも

能楽のゆかた会、無事に終わりました。次は9月の小

言えない精神状態です。こんな小心者の幹事ですが、

唄の発表会です。頑張らなければ。

1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

木戸真弓君

加藤文彦君
親睦活動委員長、加藤文彦です。先週30日、会場委員

本年度もよろしくお願いします。
児玉憲之君

会と会員増強委員会で合同IDMを開催しました。その

臼井年度の出航、おめでとうございます。皆様、1年

時の多額な余剰金10,000円です。1年間よろしくお

間よろしくお願いします。

願いします。

黒川元則君

前田重廣君

臼井年度役員・理事の皆さん、新年度発会おめでとう

臼井会長、初例会おめでとうございます。
家田安啓君

ございます。
中島英之君

7月1日に娘（三女）が結婚しました。何だか燃え尽き

水野君、お心遣い有難うございました。

症候群です。

新年度が始まりました。今年度もよろしくお願いしま

栗木和夫君
臼井会長、初例会おめでとうございます。8年前、栗

す。
中澤浩一君

木年度にて幹事をしてもらったことを思い出し、嬉し
く思います。1年間、楽しい年度になりますよう期待

臼井年度、発進おめでとうございます。
水原麻希君

しています。

臼井会長、素晴らしいあまロータリー活動、今年1年

大竹敬一君
臼井会長以下、新年度の出発をお喜びします。
神野恭寿君
1年間よろしくお願いいたします。
加藤春視君
新年度発会、今日から皆さん、よろしくお願いいたし
ます。
黒野晃太郎君

髙山

よろしくお願いします。会場委員として頑張ります！
水野

眞君
40回名古屋小唄大会、無事終了しました。

小倉廣三君
今日から臼井年度スタートです。1年間よろしくお願
いいたします。素晴らしい1年になりますように。
竹田竜一郎君
臼井年度より副幹事を務めさせていただきます竹田で

新年度になりました。臼井会長、大西幹事、頑張って

す。一生懸命勉強しますので、よろしくお願いいたし

下さい。

ます。

敏君
臼井会長、1年間頑張ってください。

田中正博君

横井久雄君
松村文登君、入会おめでとうございます。心より歓迎
いたします。

今年度ニコボックス委員長を務めさせていただきます。
皆様に良い事が沢山ありますように祈念申し上げます。

合

計 １５６，０００円

新

役

員

・

理

事

挨

拶

ていただけるように役員、理事、委員長・委員会の皆様と
力を合わせてクラブ運営を進めて参りたいと思います。一

会長

臼井幹裕君

年間どうぞよろしくお願いいたします。

2022－23年度国際ロータリー会長ジェニファーＥ．ジ
ョーンズさんは、「Imagine

会計

Rotary」をテーマとし、地

横井久雄君

区方針は「未来を描こう、笑顔でつなごう～一人一人のチ

クラブ会員減の中で 単年度

ャレンジを力に！変化に対応できるクラブを目指して～」

会計収支が厳しくなっており

としています。私は、未来に向けてクラブを再構築しよう

ます。皆様の大切なお金をお

というチャレンジの気持ちを「ロータリー活動に積極的に

預かりしてクラブ運営をして

参加しよう」という会長テーマに込めました。詳細はクラ

おりますので、会長方針に基

ブ計画書の会長方針に記載していますので、是非お目通し

づき資金が有効的に活用され

いただければと思います。私は、会員の皆さんとJoin us

ているか、また健全な会計運営がされているか確認してい

and participate !を合言葉に頑張って参ります。どうか1

きます。

年間よろしくお願い申し上げます。
SAA

大竹敬一君

後藤裕一君

“Join us and Participate

臼井年度、副会長を拝命い

”の会長方針のもと、臼井年

たしました後藤裕一です。本

度がはじまりました。この会

年度臼井会長は“ロータリー

長方針には、「全会員がロータ

活動に積極的に参加しよう（J

リー活動に参加してほしい。

oin us and participate!）

その参加の基本は例会であ

をテーマに掲げられました。

る。」との臼井会長の強い思いが込められています。ロータ

前年度から徐々に元に戻せる環境になってまいりましたが

リーの基本である例会が節度と品位をもって運営されると

ここ数年はコロナ感染症の蔓延で様々な社会活動、経済活

同時に、楽しい例会運営がなされるよう、SAAの立場で協

動に制限がかかりロータリー活動においても奉仕活動、会

力していきたいと思います。会場監督者の称号には、あま

員相互の親睦活動も満足に行えない状況でした。その間に

り似つかわしくない私ですが、よろしくお願いします。

副会長

あまロータリークラブの会員数も減少し続けておりますが、
会長エレクト

この現状を打破しロータリークラブの根幹の職業奉仕に重

加藤春視君

臼井会長の下、次年 度の勉

点を置きつつ社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕活動の活性

強をさせて戴きます。

化につなげていく、そのための会員各位のロータリー活動
への積極的なコミットメントをお願いする方針でクラブ運

55周年記念式典、記念祝宴

営をされるお考えと理解しております。本年度は初の女性

の準備を進め、会員の皆様と

RI会長ジェニファー・ジョーンズさんがなられましたがRI

楽しんでいきたいと存じます。

基本方針の多様性・公平さ・開放性がわが国においてもも

ご指導ご鞭撻よろしくお願い

はや昭和ではないと言われるように男性中心の社会から多
様性社会への時代の転換期を迎えています。その点も踏ま
えて今後のあまロータリークラブの発展・存続に関しても
考えられていると思いますので微力ながら臼井会長を補佐
して頑張ってまいる所存でございます。楽しく活発なあま
ロータリークラブとして会員の皆様に積極的に例会参加し

致します。

直前会長

家田安啓君

親睦活動委員長

会長が終わって、ホッとし

加藤文彦君

リベンジ？！『親睦活動委員

ているのが実情です。とはい

会』委員長の加藤文彦です。

え、新しい年度の役員の一人

会長方針「ロータリー活動に

として、臼井会長をバックア

積極的に参加しよう」（Join u

ップして頑張りたいと思って

s and participate！）に基づ

います。よろしくお願いしま

き、会員同士の親睦の輪を広げ

す。

る活動を行います。また、日頃より会員を支えているご家
族の方々にもロータリー活動を楽しみ、誇りをもって協業
副幹事

竹田竜一郎君

あまロータリークラブ55周
年 と な る 次期 加 藤春 視年 度 に
て、皆様にご迷惑をおかけしな

を行う場を享受いたします。
１．会員のご家族に楽しんでいただける家族会の企画を実
行する。
２．会員同士の親睦をより深めるために、趣向を凝らした

いよう、臼井年度にて、大西幹

魅力ある楽しい夜間友愛例会を開催する。

事の元、シッカリと勉強させて

３．誕生日に会員及びパートナーに、いつまでも記

いただきます。まだまだ若輩者

に残るプレゼントをする。

ですので、皆さまのご指導をお願い賜ります。よろしくお
願いいたします。

憶

４．例会時にビジター並びにゲストを快く迎え、礼節を持
ってエスコートする。
５．冠婚葬祭において、礼節を尊び信義を重んじて担当委

クラブ奉仕委員長

神野恭寿君

ジェニファー・ジョーンズRI
会長テーマ「IMAGINE

員会としての使命を果たす。
コロナ渦でまったく活動が出来ず、すべての企画がお蔵

ROT

入りに・・・欲求不満で終わってしまった2年前。大変悔

ARY」、篭橋ガバナー方針「未

しい思いをしました。臼井会長から親睦活動委員長の指名

来を描こう、笑顔でつなごう」

があったとき、大変うれしく感じました。I will make it

を基本とし、あまロータリーク

this time, for sure！！(今回こそは成し遂げます！！)

ラブ臼井会長方針「ロータリー

上記の活動方針を軸に、しっかりと2年前の反省も踏まえ

活動に積極的に参加しよう」
（Join us and participate!）

ブラッシュUPした委員会運営をしていきます。委員会メン

を具現化できるよう、８委員会委員長と密に連携をとりま

バーにも恵まれ？？毎月1回のIDMを必須とし委員会メン

す。

バー間の交流も深めたいと思います。1年間よろしくお願

１．会長方針の具現化を目指し、密に各委員長と調整しま

いいたします。

す。
２．委員会活動が順調に進むよう、８委員会委員長と連絡
を取り合いフォローアップします。

職業奉仕委員長

寺澤正樹君

臼井年度、職業奉仕委員長を

その為に、8委員会委員長合同の月１回のIDMの開催を目

務めさせて頂く事になりまし

指します。そして、3役の皆様・特に大西幹事とは密に連

た。寺澤正樹です。私が、この

絡をとりあい、各委員長と準備・調整し、臼井年度の事業

ような大役を仰せつかり、嬉し

がスムーズに進むよう調整役となります。

い反面、責任の重さに身の引き
締まる思いです。今までとは異
なる立場になるため、より一層ロータリーを好きになり、
関わって行きたいと思っております。

職業奉仕としましては、副委員長の加藤徹君、板津和博

ンで合同例会が延期のままとなっております、もし開催す

君と一緒に『私の職業奉仕』を数十年ぶりに一新したいと

ることになればこれに対応したいと考えますし、状況を鑑

思います。私の職場奉仕を作成することにより、あまRC会

みて交流再開できればと思います。最後に国際大会がメル

員の企業が取り組む職業を通じて、どう社会貢献している

ボルンで開催されますのでこれの案内もさせていただきま

かを知って頂き、あらためて社会奉仕について考えて頂く

す。会員の皆様のには国際奉仕事業へのご理解を賜り、積

機会にしたいと思っております。どうか、本日お集まり頂

極的なご参加、ご協力をお願いいたします。

いております各委員長には、1日も早く、提出物に関しま
しては、ご協力をお願いしてご挨拶とさせて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

ロータリー財団委員長

栗木和夫君

臼井年度において
１．財団寄付者
社会奉仕委員長

谷口充子君

社会奉仕委員長を仰せつかり

目標１０名

２．財団年次寄付。
３．11月の財団月間にはクラ

ました谷口です。1年間どうぞ

ブフォーラム及び卓話を実

よろしくお願い致します。臼井

行します。

年度の社会奉仕委員会では、”
Join us and participate “
と言う会長方針のもと、会員の
皆様が”私が奉仕する

I serve “ができるような社会奉

仕活動を目指して参ります。これからの1年間、どうぞ宜
しくお願い申し上げます。

幹事

大西晃弘君

コロナ禍といわれるようにな
って約３年、例会や親睦活動、
各奉仕活動が予定通り進まない

青少年奉仕委員長

河村昭利君

難しい時期が続いてきました。

この度青少年奉仕委員会委員

未だ完全ではありませんが社会

長を拝命しました、河村です。

も少しずつ日常を取り戻し始め

不慣れなことばかりですが、諸

ています。そうした中、臼井年度では国際奉仕活動を含め

先輩方のご指導を仰ぎながら進

すべての行事を実施すべく１年の準備を進めています。ロ

めて参りたいと存じますので、

ータリー活動の楽しさを今一度会員の皆様に感じていただ

ご指導いただきますようどうぞよろしくお願い申し上げま

けるよう、特にコロナ禍で入会された会員の皆様には本来

す。

のあまロータリークラブの活動やその魅力を感じていただ
けるよう努力してまいります。いきなりの全力疾走になり
国際奉仕委員長

谷川浩司君

ますが、臼井会長はじめ理事役員、委員長の皆様と協力し

今年度、国際奉仕委員長を拝

ながらこの１年をリタイアすることなく完走したいと思っ

命いたします谷川です。今年度

ております。力不足の幹事ではありますがご指導ご鞭撻の

の国際奉仕はベトナムで水事業

ほどよろしくお願い申し上げます。

を行います。井戸を掘り、ろ過
装置を設置して現地の人々に清
潔 で安 心 な飲 料 水を 提 供し ま
す。これは米山学友であるグエンシンコン君からの提案で
あり、地区補助金事業として行います。そして台湾・汐止
RCとの交流ですが、昨年度汐止RC40周年記念をオンライ

