
２０２２年 ７月１１日（晴れ） 第２週 第２３９２回例会

Song ”日も風も星も”

Visitor 村田 聡君・岡田展利君（常滑RC）

Guest 米山奨学生 朱 天斉さん

Attendance

会員 ６７名 欠席 ８名 出席率 ８７．８８％

President Time 臼井幹裕 会長

皆さん、こんにちは。本日は、クラブ計画書が配布され

ています。この機会に是非ともお目通し下さい。私は会長

方針（同書24頁）で、英語で「Join us and participat

e ! 」とサブテーマをつけました。クラブ全体で共通する

合言葉があったらよいなぁと思って、第43代会長鈴木正徳

君の真似をしました。そのParticipate についてお話しま

す。前回第2391回例会で谷口充子君も触れていましたが、

Joinとparticipateは、いずれも参加するという意味で理解

していますが、Participateは、Joinよりも積極的なコミ

ットを求めるものなのです。よく、各年度を○○丸と、１

槽の船に例えられますが、会員は、その船に乗って運ばれ

る乗客というだけでなく、オールを漕ぐ、海原の様子を注

意深く見るなど何らか航海に携わって下さいというお願い

が込められています。このParticipateは、実は、日本人と

して最初の国際ロータリー（RI）会長である東ヶ崎潔（と

うがさき きよし）君がRIテーマとしたものです。「参加し

敢行しよう」と訳されました。それは、1968－69年度の

ことで、この年度のスタート時、日本のロータリー会員数

は世界第３位に躍進したそうです。

さて、去る5月23日の例会で、中島直前幹事の奥様のご

紹介で、伊藤パディジャ綾香先生から食生活のお話があり

ました。大変ためになるお話でした。そう思われた会員も

何名かいたようです。私は、栄養素との関係で、サプリメ

ントはとった方がよいのかと、例会卓話の直後にこっそり

質問しました。ある会員は、そのレジュメをカラーコピー

して、会社で配布しました。社員の健康を考えてのことだ

と思います。また、別の会員は、ご自宅の夕食の席で、彩

りの良い食事が栄養バランスがよいという話を奥様にされ

たそうです。私も、妻に話したりしました。皆さんは、い

かがでしたでしょうか。卓話で学んだことを家族に広げて

Today 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

Next Week ８月 １日（第２３９４回）

担当 黒川元則 プログラム委員長

演題 卓話 「犯罪被害に遭われた方への

二次被害をなくすために」

公益社団法人被害者サポートセンターあいち

常勤理事兼支援委員長 小島きぬ子氏



いく。これも、よいことをしようというロータリーの精神

の表れで、Participateなんだろうと思います。皆さんにお

願いです。例会に参加し、卓話で学んだことを広がりをも

ってつなげて見ましょう。それが、ロータリー活動に積極

的に参加する、Participateかなと思います。

例会に来る体力もない、時間もないという方もおいでな

のかも知れません。でも、この週報を読んで、その内容を

家族に伝えるというのも、私は、Participateだと感じます。

皆さん、是非ロータリー活動に積極的にコミットする形で、

参加してみて下さい。１年間、こんな調子でよろしくお願

いします。

Secretary Report 大西晃弘 幹事

１ 次週7月18日は海の日による休会です。次回例会は7

月25日（月）になります。

2022-23年度地区大会実行委員会より

村田 聡君・岡田展利君（常滑RC）

米山奨学生 朱 天斉さんへ奨学金贈呈

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

村田 聡君・岡田展利君（常滑RC）

地区大会のPRに参りました。皆様の参加をお待ちいた

しております。

臼井幹裕 会長

本年度地区大会担当の常滑RCより村田 聡・岡田展

利両実行委員をお迎えして。

歴代会長会に参加を許され、皆様から激励を頂きまし

た。有難うございます。

水野 眞君、お心遣いを有難うございます。

後藤裕一 副会長

本日は常滑RCより2022-23年度地区大会のご紹介に

村田 聡大会実行委員、岡田展利大会実行委員がおみ

えです。あまRCにようこそ。

水野君、お心遣い有難うございました。

大西晃弘 幹事

本日はクラブアッセンブリーです。委員長の皆様、宜

しくお願い致します。

酒井和雄君

1980年代（約40年前）日本は世界でNo.1となる（円

高1＄75円）。今日の事件で3等国へ転落（円安１＄1

35円）。安倍さんの悲しみを乗り越え、新しい日本へ。

皆で努力しましょう。

木下章吉君

髙山君、先日は貴重なマスクを頂き、有難うございま

す。

伊藤英毅君、先週の夜間例会後、自宅まで送っていた

だき有難うございます。

伊藤正征君

ゴルフ部会よりご案内です。臼井年度ゴルフ部会夏の

遠征荘川高原。9月28日（水）スタート11時2分。荘

川高原カントリー倶楽部遠征、沢山の参加をお待ちし

ております。予約の都合上、お早めに参加の意思表示

をお願いいたします。お問い合わせは事務局またはゴ

ルフ部会会長板津、幹事伊藤正征、幹事補佐小倉まで

ご連絡ください。

加藤憲治君

先日9日に愛西市観光協会主催の「蓮見の会」、大村知



事他を迎えて3年ぶりに盛大に行いました。10日は残

念ながら雨で中止になりました。来年は通常通りに開

催出来る事を願っております。

神戸 剛君

公共イメージ向上委員会委員長として1年間頑張り

ますので、よろしくお願いします。

神野恭寿君

本日発表の委員長の皆様、どうぞよろしくお願いいた

します。

黒野晃太郎君

銀行の会で田中君、古川君にお会いしました。

安倍元首相の死を悼んで。

栗木和夫君

ニコボックス委員長田中君、参りました。

田中正博君

今日は情報委員会とニコボックス委員会のご挨拶を申

し上げます。

水野眞君、夏のご挨拶のお手紙、有難うございました。

家田安啓君

大変な事件がおきました。危機回避は日頃から。

伊藤英毅君

先週ちょっと良い事がありました。

加藤春視君

歴代会長会、有難うございました。ご指導よろしくお

願いいたします。

加藤 徹君

老眼鏡を忘れたので、ニコの仕事がとても不便です。

児玉憲之君

今週7/14からラオス支援事業へ行きます。世界遺産

都市ルアンパバーン、メコン川で釣りをして来ます。

黒川元則君

今年度、プログラム委員長黒川です。１年ご協力よろ

しくお願いいたします。

水谷安紀君

ニコ、ご苦労様。

小倉廣三君

先日、地区会員増強セミナーに参加して参りました。

大変勉強になりました。本日クラブアッセンブリー、

よろしくお願いいたします。

鈴村與左衛門君

今週と来週、カンボジアに出張します。よろしく！！

武井 正君

自民党圧勝！皆様有難うございました。

山田幹夫君

久し振りの例会出席です。

横井久雄君

暑い日が続いております。皆さん、お体気をつけてく

ださい。

合 計 ７３，０００円

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

米山記念奨学副委員長 稲垣秀樹君

米山記念奨学会は、日本に在

籍している外国人留学生に対

し、日本全国のロータリアンの

寄附金を財源として、奨学金を

支給・支援する民間の奨学団体

です。毎年、全国で約900人の

私費外国人留学生を採用し、日本のロータリアンとの交流

によって、将来、日本と世界とを結ぶ懸け橋となる人材を

育てています。あまRCにおきましては、本年度、中国から

の米山奨学生として朱天斉さんを迎え入れ、カウンセラー

として水原麻希君にお願いしております。

１．米山記念奨学会へ普通寄附金として、会員一人当た

5000円の寄付をする。

２．会員に米山功労者・マルチプル・メジャードナーにな

ってもらえるようお願いする。

３．特別免税制度について説明する。

ロータリー米山記念奨学会は、「公益財団法人」の認定を

受けていますので、当会への寄附金には、所得税、法人税

の税制優遇が受けられます。また、相続税も非課税となり

ます。奮ってご活用ください。

４．米山奨学生をカウンセラーとともに支え、あまロータ

リークラブの事業に参加してもらう。

また、米山月間には、ロータリー米山記念奨学事業豆辞

典を、会員へ配布されますので、ご活用いただけるよう働



きかけたいと思います。

ロータリー情報委員長 田中正博君

臼井年度のロータリー情報委

員長を拝命させていただきまし

た田中でございます。新入会員

の入会がないとあまり仕事はご

ざいませんが、新会員が入って

いただきますと仕事が出来る訳

でございます。

１．会長方針 理事会決定事項に基づき活動する。

２．会員から推薦された入会希望者が、あまロータリーク

ラブ会員として相応しいいか、公平な立場から評価し

て理事会に報告する。

３．新会員予定者と面談し、ロータリークラブの目的、特

典、義務などを説明する。

４．新会員及び入会3年未満の会員に対して歓迎会、研修

会を開催する。

５．例会ではプログラム委員会とともに新会員卓話を企画

して、新会員には地区大会、地区研修・協議会、IM、

国際大会への参加を勧め、また家族会、趣味の会への

参加も勧めしてロータリーの目的を理解していただき、

楽しんでいただくことをお勧めすることだと思います。

今年度に多数の入会を期待します。

会員増強委員長 小倉廣三君

臼井年度会員増強委員会は会

員増強・退会防止のため積極的

に活動してまいります。

クラブ内におきましては委員

をはじめ会員の皆さんにも会員

増強・退会防止の意識を常にお

持ちいただくためIDMならび各委員会との合同IDMを積極

的に開催してまいります。また会員の皆さんに対しまして

会員増強・退会防止のための意識アンケートを定期的に実

施させていただきもっともっと魅力あるクラブになるよう

さまざまな意見を頂戴したいと考えております。また高齢

化や病気・その他諸事情により退会を余儀なくされる会員

の方に対し、長年の感謝を込めて送別会の開催や記念品の

進呈などを検討いたしたいと考えております。また例会欠

席者に対しましては積極的にコンタクトをとり、魅力ある

楽しい例会になるよう関連委員会の皆さんと真剣に考え例

会に参加いただけるような環境作りに努めてまいります。

同時に年間出席優秀者に対しましては発表と記念品の贈呈

をしてまいります。

対外的には会員の皆さんが入会候補者と接点を持たれた

際いつでもあまロータリーの魅力をお伝えできるようあま

ロータリークラブのリーフレットを作成したいと考えてお

ります。また入会候補者に対しまして積極的にコンタクト

をとり、食事会や親睦ゴルフ会などの開催などを通じより

親しみやすく入会しやすい環境作りをしてまいります。ま

た入会を迷われる方に対し例会や各種行事にご招待するな

ど入会をご検討いただくお試し期間をを設ける仮入会制度

（仮称）なども検討したいと考えております。また日本青

年会議所・商工会議所・法人会など各種団体に対しＯＢの

皆さんや関連される皆さんのご協力をいただきながら積極

的にアプローチをしてまいります。

以上会員増強委員会は会員増強・退会防止のため活動し

てまいりますので一年間よろしくお願い申し上げます。

公共イメージ向上委員長 神戸 剛君

2022－2023年度 公共イメ

ージ向上委員会 委員長の神戸

剛です。あまロータリークラ

ブの認知度向上とイメージ向上

の為に、より良い会報の発刊と

「多様性」「公平さ」「開放性」

のあるクラブ広報活動の在り方を探りつつ、３年目となる

統合された委員会のさらなる充実につなげていきたいと思

います。

活動内容として、

１．あまロータリークラブホームページの継続、さらなる

内容の充実とタイムリーな更新を目指します。

２。多くの地域の皆様にあまロータリークラブの存在、活

動を知っていただけるよう、外部広報機関等への積極

的な情報発信を行います。

３．あまロータリークラブ内外の広報ツールとして、会報

のさらなる内容の充実に努め、タイムリーな広報活動

を推進します。

４．「ロータリーの友」への関心を深めていただけるよう、



例会内・会報内で積極的にＰＲ活動を行います。

５．ロータリアン一人一人がロータリー活動に積極的に参

加し、クラブの広報マンであるという認識に立つこと

で、あまロータリークラブの革新的かつ柔軟な活動と

さらなる発展に繋がります。そして、クラブへの入会

の関心を高め、会員増強への寄与に貢献します。

微力ではございますが、副委員長・メンバーのお力をお

借りして、頑張りますので、よろしくお願いいたします。

ニコボックス委員長 田中正博君

臼井年度のニコボックス委員会の委員長を拝命いたしま

した田中でございます。今年度も会員の皆様にニコニコ出

来る喜ばしいことがたくさんありますことを祈念申し上げ

ます。あまロータリークラブ内規の中のニコボックス内規

を会員の皆様に認識していただき、お祝い事などを皆さん

と喜びあえるようにしたいと思います。ある意味、ニコボ

ックスが重要な情報交換の場であると考えます。自主的に

幸せの報告の場として、会員みなさんでその幸せを喜び合

いたいと思います。

１．元気な声で、挨拶、声掛けをしましょう。

２．投函の内容を正確に理解し、投函者の意図が伝わるよ

うに正確な発表を心がけます。

３．ゲスト、ビジター役員、などの発表の順番に気を配り

ます。

４．ニコボックス賞は、年2回発表します。

５．目標額は特に設けませんが、前年度を下回らないよう

努力します。

ニコボックスは社会奉仕などに向けられる大切な財源で

ございます。ご協力をお願いします。

プログラム委員長 黒川元則君

今年度、プログラム委員長を

仰せつかりました黒川です。会

長方針に基づき記憶に残る卓話

者を企画し、また新しい会員の

方々に会員同士をよく知って頂

き、クラブの事を学びより理解

し親睦に繋がるようにをコンセプトに会員卓話を増やさせ

て頂く予定をしております。皆さんのご協力よろしくお願

い致します。

会場委員長 光岡正彦君

臼井年度の会長方針、「ロー

タリー活動に積極的に参加し

よう（Join us and Parti

cipate！）」のもと、会員とゲ

ストの皆様が例会に積極的に

参加していただけるような会

場運営を心掛けます。

会場委員会の役割は、きちんと出来て当たり前の仕事で

す。失敗のないように、委員会メンバー全員で協力して分

担し、滞りのない準備と運営をします。また、前例の踏襲

だけではなく、例会を、更なる学びの場や親睦の場とする

ためにはどうすればよいかを考え、改善していきます。

皆様の声を反映させるため、ご意見やご要望があればお

知らせ下さい。至らない点は多いかと思いますが、一年間、

よろしくお願いします。

保健委員長 篠田耕伸君

まず初めに、臼井会長のスロ

ーガンは、Join us and parti

cipate! で 「ロータリー活動

に積極的に参加しよう」です。

今、又、オミクロンBA５が、

広まりつつ有ります。そんな中、

社会は経済を回そうという考え方に傾いて、できるだけ普

通に戻ろうとしています。リスクは有りますが、正しくリ

スクを恐れながら、対処して会に参加することの意義を、

感じています。伊藤英毅副委員長、青本道春委員、水野

眞委員と協力しながら、前に進めればと思います。

保健委員会として、会員及びそのご家族に対して、今、

コロナ禍なのと、私は歯科医なので、「コロナ禍での口腔と

全身」というテーマで、情報発信できればと思っています。

私と委員の2回の卓話、随時の口腔ケアと歯科相談などを

考えています。

華美なことはできませんが、継続は力なりということわ

ざも有ります。地味に誠意をもって続けたいと思います。



第 4 5 5 回 ゴ ル フ 部 例 会

2 0 2 2 年 6 月 2 3 日 桑 名 C C

ゴルフ部 臼井年度スケジュール

１。第456回（夏の遠征） 9月28日（水）

荘川高原カントリー倶楽部遠征

２．西尾張分区ゴルフ

10月18日（火）春日井カントリー倶楽部

主催：一宮中央 RC

３．第457回（忘年会ゴルフ）12月7日（水）

桑名カントリークラブ

４．第458回又は有志2023年3月７日～９日 2泊3日

宮古島遠征ゴルフ

場所：エメラルドコーストゴルフリンクス

宿泊先：宮古島東急ホテル＆リゾーツ

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

優勝 山田幹夫 48 51 99 26.4 72.6

２位 中澤浩一 41 37 78 4.8 73.2

３位 武井　正 48 47 95 21.6 73.4

４位 神野恭寿 48 50 98 24.0 74.0

５位 宇津山弘 56 48 104 28.8 75.2

６位 黒川元則 39 44 83 7.2 75.8

７位 小倉廣三 51 56 107 31.2 75.8

８位 栗木和夫 49 51 100 24.0 76.0

９位 鈴村與左衛門 48 50 98 21.6 76.4

１０位 髙山　敏 48 55 103 26.4 76.6

１１位 伊藤正征 53 50 103 26.4 76.6

１２位 谷川浩司 52 54 106 28.8 77.2

１３位 東海広光 50 47 97 19.2 77.8

１４位 田中正博 51 49 100 21.6 78.4

１５位 板津和博 46 45 91 12.0 79.0

１６位 武藤正俊 49 45 94 14.4 79.6

１７位 後藤裕一 55 54 109 28.8 80.2

１８位 竹田竜一郎 50 56 106 24.0 82.0

１９位 中島英之 49 48 97 14.4 82.6

２０位 北野庸夫 49 51 100 16.8 83.2

２１位 大西晃弘 51 59 110 26.4 83.6

２２位 松井英治 52 56 108 21.6 86.4

BB 古川　宏 56 61 117 28.8 88.2

２４位 家田安啓 66 67 133 40.8 92.2

５．第459回 3月30日前後

三好カントリー倶楽部（西）お花見ゴルフ

６．第36回津島・あまRC合同ゴルフ 5月

桑名カントリークラブ ホスト：津島RC

７．第460回（取切戦）6月28日（水）

桑名カントリークラブ 同日総会予定

委 員 会 報 告

前国際奉仕委員長 後藤裕一君

家田年度最終日の６月３０日に汐止ロータリークラブが

40周年記念行事として、花棚涼亭を寄付されました。


