
 
 

- 1 - 

２０１９年（令和元年） ７月４日  (木 )曇り  第２６５４回（  当年度第１回  ）例会  
               

            

点 鐘                 会長  岩田 静夫君

司 会                  ＳＡＡ  岩田 進市君 

国歌斉唱                      「君が代」

ロータリーソング斉唱            「奉仕の理想」

四つのテスト唱和                

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

 

会長挨拶                    会長 岩田 静夫君 

 
この度、２０１９-２０年度会長（第５５代）を務めさせて

いただくことになりました岩田静夫です。まだまだ未熟な

私が伝統ある当クラブを代表する会長になるなどつい

最近まで誰も想像しておらず、時期尚早である以前にま

だまだ研鑽・勉強が足らないと大いに恐縮し反省をして

おります。しかしながら就任するからには、江南ロータリ

ークラブの栄えある伝統を維持できるよう、はなはだ微

力では有りますが全力を尽くして職務を遂行していきた

いと考えております。幸い役員・理事に経験豊富な方々

や前向きな方々に恵まれましたこと、会員の皆様のご

協力を賜りながら、一年間この大役を全うしたいと心に

刻んでいるところであります。 

テーマを「少しでも前へ ―みんなで共に成長するため

に― 」としました。 

本年度は一つの節目を迎える創立５５周年になります。

そして江南ロータリークラブ創立以来二人目となる伊藤

靖祐ガバナーを輩出する年であります。名誉ある事で

あり、クラブの歩みが評価された結果だと思います。ロ

ータリー活動に参加する機会が様々な地域活動や、家

族と共に親睦を含めた活動など多くありますので、少し

でも参加の機会を増やし、ロータリーへの理解を広めて

いきましょう。 

一年間、全力投球で取り組みますので、皆様のご指導・

ご鞭撻を切にお願い申し上げます。 

新入会員入会式  

滝 祥夫君 

学校法人滝学園 理事 
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紹介者             伊藤鶴𠮷君、伊藤 靖祐君 

 
直前会長・幹事 記念品贈呈 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  中村 耕司君 

 

祝   福              委員長  松井 智義君 

 

出席報告               委員長  木本 寛君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４６名 ３８名  ８名 ９５．００％ 

前々回 欠席者７名（６月２０日） 

補正出席率 ８８．８９％ 

 

ニコボックス                     木本 寛君 

○伊藤ガバナー年度、創立 55周年の年度が始まりまし

た。１年間宜しくお願いします。 

滝祥夫君、ようこそ江南ロータリークラブへ。一緒に

楽しみましょう。 

岩田 静夫、沢田 昌久、中村 耕司、尾関 育良各君 

○創立５５周年、そして伊藤靖祐ガバナー年度の１年、

親睦委員会として、家族を含めた親睦に全力で１年

頑張って参りますので、メンバーのご協力を宜しくお

願い致します。      親睦活動委員会 松井智義、

堀尾庄一、猪子 明、長瀬 晴義、早川 一三各君 

○靖祐さん、この度は大変お世話になりました。感謝し

ています。 

無任所理事として宜しくお願いします。 

お陰様で、二人元気で結婚４０周年を迎えることが 

出来ました。                 倉知 正憲君 

○国際奉仕委員会で皆様には大変お世話になります。 

 １年間宜しくお願い致します。 

 ４月潮州、６月ホノルルへの参加もよろしくお願い致し

ます。                     長瀬 晴義君 

○岩田 静夫丸の出航を祝して 

伊藤靖祐ガバナー年度がスタートします。皆さんで盛

り上げていきましょう！ 

滝 祥夫君の入会を喜んで 

伊藤 鶴𠮷、森 弘好、川崎 良一、松岡 一成、 

古田 嘉且、冨永 典夫、杉浦 賢二、松井 智義、  

伊藤 靖祐、片平 博己、杦本 哲一、南村 朋幸、 

波多野 智章、加藤 義晴、木本 寛、濱島 聡一朗、 

岩田 進一、近藤 道麿、各君 

卓 話 

「本年度の目標及び方針計画発表」 

                   会長  岩田 静夫君 

 
２０１９-２０年度 RI 会長はマーク・ダニエル・マローニ

ーさんという米国アラバマ州ジケーターの弁護士の方で

す。RI テーマは「ROTARY CONNECTS THE WORLD 

(ロータリーは世界をつなぐ)」です。 

マローニー氏は言います。  

「ロータリーを通じて、私たちはつながります。ロータ

リーで私たちは、お互いの違いを超え、深く、意義ある

かたちでお互いにつながることができます。ロータリー

がなければ出会うことがなかった人びと、職業上の機会、

私たちの支援を必要とする人たちとのつながりをもたら

してくれます。」 

「ロータリーは家族です。今日の若い職業人にとって

はロータリーが手の届きにくい存在になっているようで

す。ロータリーは、家族との時間を犠牲にするのではな



 

- 3 - 

く、家族との時間を補うような経験を提供する場である

必要があります。クラブが温かく、みんなを受け入れる

ような雰囲気があれば、家族と奉仕活動は両立でき、

家族志向の若い職業人にロータリー奉仕や市民として

の参加の機会を提供できます。」と 

次にRI2760地区 ２０１９-２０年度ガバナーの伊藤靖

祐ガバナーのテーマは 

「グローバルに考え 地域社会とつながり ロータリー

を成長させよう」  

―ポスト平成のクラブをデザインする―にされました。

そして「私たちはお互いの違いを超え、深く意義あるか

たちでつなぎ、つながりを地域に発展させ、職業上のネ

ットワークを広げ、ロータリークラブの公共イメージの向

上とともにクラブの在り方をデザインし、ロータリークラ

ブを成長させていくことが重要です。」と言われました。 

活動指針として、 

●クラブ戦略委員会で例会と奉仕の在り方を見直す 

●会員増強と退会防止 

●ポリオ撲滅への貢献 

●ロータリー賞への挑戦 

●国際大会（ハワイ・ホノルル）への参加を掲げられ

ました。 

そして当クラブの年度方針を「少しでも前へ ―みん

なで共に成長するために―」にさせていただきました。

冒頭の会長挨拶にてお話しましたが、今年度は特にロ

ータリー活動に参加する機会が様々な地域活動や家族

と共に親睦を含めた活動など多くありますので、少しで

も参加の機会を増やし、ロータリーへの理解を広めて頂

きたいと思います。具体的な重点目標として 

１、創立５５周年記念事業を開催する。（１２月１日 

江南市民文化会館） 

２、伊藤靖祐ガバナー年度、輩出クラブとしての全面

的な支援体制で望む。 

３、地区の必要とされる各種大会において全員登録

をし、尚且つ積極的に参加する。 

４、国際大会（ハワイ州ホノルル）に参加する。 

５、家族を含めた親睦の充実を図る。 

６、会員増強を（３名以上）行う。としました。 

 さて、クラブプログラムにつきましては幹事より報告が

あると思いますので、主だった行事と新たな取組み等に

つきまして報告させて頂きます。 

今年度は伊藤靖祐ガバナーをはじめ２４名の地区出

向者を数えます。そんな中、今年の役員・理事及び委員

会構成において数多く出向者の方に役員・理事を兼任

頂きました。特に地区会計長の倉知正憲君には最近に

はない無任所理事をお願い致しました。ガバナースタッ

フとクラブ間の橋渡しを宜しくお願い致します。古田嘉且

君には 2年会計、濱島聡一朗君には２年会員増強委員

長をお願い致します。濱島委員長には８月のクラブフォ

ーラムにおいて会員増強の新たな取り組みを紹介頂け

ると思います。１２月１日（日）には江南市民文化会館に

て創立５５周年記念事業「タング」観劇、２月８日（土）に

は熊本江南 RC 創立５０周年記念式典、４月１１日（土）

には潮州 RC 創立５５周年記念式典、５月１７（日）には

江南 RC 創立５５周年記念例会を開催いたします。５５

周年記念例会につきましては式典を行わないため、姉

妹・友好クラブ、東尾張分区の参加を頂きません。ご理

解の程、お願い致します。６月６日（土）はハワイの地に

おいてガバナーナイト、６月７日（日）は江南ナイトを企

画しております。各種ナイトにつきましては伊藤靖祐ガ

バナーを始めとし、現在メンバー１８名、令夫人４名の登

録となっております。 

その他に、伊藤靖祐ガバナー指針にある「つながるロ

ータリーを意識する」クラブホームページの新規作成、

平成２８年１１月にすいとぴあ江南にて行われた「ニュー

トンのリンゴの木」のゲージの大きなゲージへの作り変

え等も５５周年事業として行います。またポリオ撲滅へ

の貢献の為、WFF（ワールドフード＋ふれ愛フェスタ）の

チケット（１枚２,０００円 寄付４００円＋１,６００円の金券

付）の１枚以上のご協力をお願い致します。 

最後になりますが、７月８日（月）にロータリーの公共

イメージ向上を目的とし、伊藤靖祐ガバナー、南村地区

幹事、山口地区公共イメージ向上委員長、堀尾地区副

幹事、倉知地区会計長、私、中村幹事と共に澤田和延

江南市長に表敬訪問に行ってまいります。 ８月８日

（木）には２０１９-２０年度マーク・マローニーRI 会長歓

迎晩餐会が、８月９日（金）には名古屋北 RC のマーク・

マローニー会長出席例会が名古屋東急ホテルにて開

催されます。まだ登録を受付中ですのでご希望の方は

早めに中村幹事まで連絡をお願い致します。 

 「少しでも前へ」 

一年間、皆様方のご指導、ご協力の程、宜しくお願い

致します。 

副会長 沢田 昌久君 

 
こんにちは 

今年度、副会長を仰せつかった沢田昌久です。 

 私はロータリーに入会して、ほぼ１７年になります。本

来ならば会長職を務めなきゃいけない立場にありながら、

日々体調の変化があって、その任を負うことができずに

います。昨年、岩田会長よりご指名を受けたとき、他の

役員の皆さんが私より若いことも有り、せめて岩田会長

と皆さんの役に立つならばと受けさせて頂きました。 

 また今年度は伊藤靖祐ガバナーの年度でもあります。

出向される方も多くおられるかと思いますし、すこしでも

役にたてるよう頑張りますので、１年間お世話になりま

すがよろしくお願いいたします。 
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幹事 中村 耕司君 

 
本年度、岩田会長の下、幹事を拝命いたしました中

村耕司と申します 

入会８年７か月目になります。先日事務局で 会員の所

属委員会名簿を閲覧していましたら私のページだけや

たらと赤いハンコが押してあったので勝村さんに聞いた

ら、「赤い字は当該年度の理事・役員の方です。確かに

中村さん真っ赤っかですねー！」と言われたのでよく見

て数えたら今年で７年連続理事・役員でして、現役の会

員では他に誰もいらっしゃいませんでした。できればそ

ろそろのんびりしたい心境です。次年度・次々年度の会

長幹事さん、私を理事から外して下さい。 

でも、今年は幹事という大役を仰せつかりましたので誠

心誠意務めさせていただく所存です。よろしくお願いしま

す。 

本年度の事業を決める際に、当時は会長所信の作成

前でしたので、岩田さんとの話の中から会長の思いを

推測していました。岩田会長の本音をお察ししますと、

会員がこれからもロータリークラブを続けていきたくなる

様な活動に注力していきたいのではないかと感じまして、

具体的には３つの項目に取組みます。 

① 伊藤ガバナーをはじめ地区出向者の方は多忙を極

めますので留守の例会をしっかり守り、たまに自ク

ラブ例会へ参加された際に「ほっと！落ち着くなぁ」

と感じてもらえる雰囲気造りを心掛け、ついつい「お

かえりなさい」「ただいま」と挨拶してしまうようなアッ

トホームな例会運営を目指します。時には愚痴も歓

迎です自クラブで膿を吐き出していただきたいとも

考えています。 

② 家族と過ごす事業を開催します 

③ ５５周年ですので対外的にもロータリーをアピール

する為、子育て家族で楽しめる観劇会を開催しま

す。 

これからは、本年度の取組について説明します。 

【セクレタリーについて】 

下部に表記する４．その他について、通常会員の活動

予定を掲載していますが、次年度は多数の地区出向者

がいらっしゃいますが、今年は地区出向者については

伊藤ガバナー・南村地区幹事の活動のみを掲載いたし

ます。理由：ガバナー・地区幹事以外の方の活動を事務

局では正確に把握できない 及び 掲載のボリュームが

多くなり本来重要な本会員向けの情報が目立たなくなっ

てしまう。その代わり、受付に地区副幹事の各クラブ訪

問日程は掲示いたしますのでそちらを確認ください。 

事務局渡邉さんの処遇についてです。私も幹事になる

までは知らなかった事が多くありましたのでこの場を借

りてお伝えします。 

渡邉さんは現状、ご主人の扶養範囲で働いてもらって

ます。 

現在の収入は扶養範囲一杯で、残業代も支払うことが

できない状況です 

よって、勤務時間の９時～１５時を超えて働くと、超過分

は代休を取得して調整しています。 

本年度は、５５周年＆伊藤ガバナー輩出年度なので残

業が増える可能性があります 

また、皆さんご存じかと思いますが、働き方改革によっ

て年間５日以上は有給も取得しなければいけなくなりま

した。 

よって、代休＆有休が増える年度になります。 

渡邉さんが休みな日は、勝村さんに出勤して頂き、事務

局は閉まらない様な対応に心掛けてますが、やむを得

ない場合は事務局を閉めることになります。 

そこで、本年度は事務局が閉まる予定の日は事前にセ

クレタリーレポートに掲載し周知は図ります。こうするこ

とによって渡邉さんや勝村さんが休みやすくなる効果を

期待しています。 

【定款・細則掲載について】 

 今年のクラブ計画書から定款細則内規を巻末に掲載

することにしました。 

理由は地区便覧の「クラブ計画書作成要領」というペー

ジがあり、クラブ細則及び内規変更・追加事項を掲載す

るようにとの指示がある為です。私も幹事になるまで定

款細則内規を目にする機会が少なかったので今回クラ

ブ計画書に掲載すれば、事あるごとに会員が調べ易く

なり、正しい知識を構築する一助となることが期待でき

ます。 

【ホームページ刷新について】 

江南ロータリークラブのホームページを会員向けタイプ

から外部の一般の方向けのタイプへ刷新します。これ

によって、入会検討中の方が当クラブのホームページを

検索した際に、日々の活動を等身大でアピールすること

ができる様になります。 

また、１２月の創立記念事業「タング」のチラシにもホー

ムページアドレス＆QR コードを掲載し、当クラブの広報

活動にも役立てることができる様になります。身近に感

じる江南ロータリークラブを目指します。 

【家族向け事業について】 

マローニーRI 会長は「ロータリーは家族との時間を犠牲

にするのではなく、家族との時間を補うような経験を提

供する場である必要がある。」と言ってみえます。また、

岩田会長年度方針にも「家族と共に親睦を含めたロー

タリー活動への参加の機会を少しでも増やし、ロータリ

ーへの理解を広めていきましょう。」と決意表明されてい

ますので、今年は家族と過ごす事業を多数実施します。 

① 家族で楽しむ市民向け５５周年記念事業「タン

グ」 

② ヒルトン名古屋にて開催します年忘れ家族例会 
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③ 藤祭りの曼陀羅寺例会 

④ マリオットアソシアホテルにて開催します 一年の

疲れを癒す５５周年記念例会 

⑤ ハワイ国際大会にてガバナーナイト＆江南ナイト 

⑥ 潮州 RC創立５５周年記念式典参加旅行 

⑦ 熊本江南 RC創立５０周年記念式典参加旅行 

を予定しています。 

また、日程は未定ですが家族旅行なども開催できなか

と検討しています。 

【各委員会活動について】 

本年度のみの取り組みとして自クラブ例会１００％出席

者（メークアップなし）表彰制度を導入致します。地区出

向者が多くなり例会出席者が減ることが予想されていま

すので、活気ある例会にするべく地区出向者以外の会

員の皆さんに全力で例会出席して頂きたく、また、１００

％出席表彰が途切れてしまった方も、今年だけでも１０

０％出席して頂きたく、年度末に表彰いたします。 

ニコボックスへの寄付金基準金額を木本委員長ご尽

力の下、見直し実施し、現実的な金額にしましたので今

後はこの基準で寄付をお願いします。我々４役も岩田会

長３,０００円、沢田副会長・幹事中村２,０００円、尾関副

幹事１,０００円を寄付させて頂きました。 

今からでも間に合いますので、理事・SAA・委員長の方

は１,０００円寄付、地区役員・委員の方は２,０００円をお

願いします。今年は、このニコボックス基準金額をこま

めに確認し該当イベントを覚えてくださいます様お願い

申し上げます。 

 クラブの永続的な発展を考えたときに最も重要な会員

増強に対しては、濱島委員長ご尽力の下、入会を検討

いただけそうな方にアピールするポスター、ハガキ、リ

ーフレットを作成し会員全員で活発な勧誘活動し易くな

る環境整備を行います。 

 入会間もない会員に対し、猪子さんをはじめ R 情報プ

ログラム委員会の皆さんが例会にて隣に座り、早く馴染

める様に、よろず相談的にアドバイスフォローする予定

です。 

 職場見学は、富田職業奉仕委員長の導きで、１０月に

アイスクリーム・ジュース・カップ飲料を製造している森

永乳業中京工場へ出かけます。 

５５周年の節目の年度になりますので、R 財団、米山奨

学、江南市、大口町へ寄付を実施し当クラブの奉仕活

動をアピールします。 

未熟な幹事ではありますが、いつも仲良く元気に取り組

んで参りますので、皆様におかれましては、各種活動へ

のご協力並びにご指導を賜りたくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副幹事 尾関 育良君 

 
皆さんこんにちは。今年度副幹事を仰せつかりました

尾関育良です。宜しくお願い致します。私は２０１３年４

月に江南ロータリークラブに入会させていただきまし

た。 

余談ですが、４月に入会したのは、４月から新年度だ

と思っていたからです。入会するなら年度替わりの月が

良いと思い、年度替わりなら当然４月だろうと思ってい

たところ、入会して初めて７月が年度替わりだと知りまし

た。入会前に誰もそんなこと教えてくれませんでしたが、

ロータリークラブの歴史を考えれば、日本的な考えを前

提にしていることがそもそも間違いである、と今では思

います。 

入会の年に長女が生まれましたので、私のロータリ

ー歴は長女の年齢と一緒です。その長女が４月から幼

稚園の年長になりました。ロータリー歴で言えば、幼稚

園の年長といえる私が、副幹事という役職を務められる

のか、という不安がある一方で、幼稚園の年長ともなれ

ば、一通りなんでも自分でできる年頃なので、いつまで

も甘えていて良い立場ではない、とも思います。 

ロータリーに入っている知り合いに、副幹事になることを

伝えると、じゃあ、次年度は幹事だね、と何回か言われ

ました。うちのクラブはそういう制度ではないと説明する

のですが、他のクラブでは、副幹事は幹事の一年前に

務めるもの、というところも多いようです。副幹事とは、

そういう立場なのか、と再認識するとともに、その責任

の重さを実感しました。 

中村幹事のもとで、いつ幹事の声が掛っても大丈夫

だ、という意気込みで、しっかりと勉強したいと思います。

念のために強調しておきますが、あくまで意気込みの話

であって、近いうちに幹事になりたいとは一言も申して

おりませんので、お間違えのないようお願い致します。 

今年度の事業計画につきましては、岩田会長、中村

幹事から詳しく説明いただきますので、私が説明するこ

とは何もないのですが、今年度の私の目標は、１２月の

周年事業を無事に終えることです。海外の子ども達の

為に使っていない自分の文房具等を持ち寄ってもらうこ

とで、子ども達が国際奉仕について考えるきっかけにな

るとともに、江南ロータリークラブの認知度が少しでも上

がるよう、尾関憲市社会奉仕委員長をサポートし、ダブ

ル尾関で無事成功に至れれば、と考えております。 
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今年度は、江南ロータリークラブ創立５５周年である

とともに、伊藤ガバナー年度という、重要な年度となりま

す。そのような重要な年度に、副幹事を務めさせていた

だくのは、とても光栄なことであると同時に、身の引き締

まる思いです。 

近年は、例会数の変更や、メークアップの期間制限

の緩和等、国際ロータリーにおいてロータリークラブの

在り方自体が大きく変わるような決定がなされ、ロータリ

ークラブは過渡期にあると言われております。 

私自身は、ロータリー歴がそれほど長くなく、過渡期

となる以前のロータリークラブを体験しておりませんの

で、これがどれほど大きな動きなのか、理解できていな

いと思いますが、今後江南ロータリークラブがどうある

べきかを考える時期にきていると同時に、どのようなク

ラブにするかを決められる機会でもあると思います。 

その為には、温故知新の言葉にあるように、まず、これ

までのロータリーについて勉強し、自分なりのロータリー

像を創らなければならないと思います。ただし、これは

簡単にできることではなく、難しく考えすぎるとロータリー

が嫌になってしまうかもしれませんので、ロータリーを楽

しむことも忘れないようにしようと思います。 

今年１年間、岩田会長、沢田副会長、中村幹事をで

きる限りサポートしたいと思っておりますが、若輩者であ

りますので、御三方、また皆様にご迷惑をおかけするこ

とが多々あるかと思います。 

できる限り、そのようなことにならないよう精進して参り

ますので、ご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 

 

 

※卓話 You tube動画 

今年度からＨＰでの公開のみとしています。 

詳しくは、広報まで連絡ください。 

 

点鐘                    会長  岩田 静夫君 

 

 

地区だより 

今年度から地区の状況を少しクラブにもお知らせでき

るようにしたいと思っています。 

写真等ございましたら、広報までお知らせください。 

 

ロータリーの友 

７月号が配布されました。 

国際ロータリー会長マーク・ダニエル・マローニーさん

の記事がメインでした。 

ガバナーの横顔として、江南ロータリーの伊藤 靖祐

君の紹介もありました。 

ぜひ講読していだけたらと思います。 

 

第 1回地区諮問委員会開催 

いよいよ伊藤ガバナー年度が始まっています。 

その中委員会の一つ、7/6(土)11 時より名鉄ニューグラ

ンドホテルにて開催され、伊藤ガバナー、南村地区幹事

が出席しました。 

 

 
ガバナー輩出クラブへの特別なバナー 

 
 

(担当 暮石 哲真) 


