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２０１８年（平成３０年）７月５日(木)晴れ 第２６１５（当年度第１回）例会  
                

点 鐘                 会長  片平 博己君 

司 会                 ＳＡＡ  近藤 道麿君 

国歌                         「君が代」 

ロータリーソング               「奉仕の理想」         

四つのテスト唱和          近藤 道麿君 

    ― 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 片平 博己君 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、江南ロータリークラブの第 54代会長を仰

せつかりました。どうかよろしくお願いいたします。 

江南ロータリークラブに入会させていただき、15年

になり、十分にクラブの内容、雰囲気は理解している

つもりでしたが、立場が変わるとこれほどまでに、見え

方、感じ方が変わる物なのかと正直申し上げて戸惑っ

ております。 

しかし、3回のクラブ協議会、そして現・次合同及び

被選理事会を経て本日に至りました。計画段階にあた

り、副会長、幹事、副幹事はとても頼りがいがあり、ま

た、各委員長さんも明るく前向きに取り組んでいただ

き、本当にありがたいなと思うと共に、一年しっかりや

っていけそうだという自信が持てました。 

本年度は、伊藤ガバナーエレクト年度でもあり、江

南ロータリークラブ 55周年を翌年に控えた年でもあり

ます。その準備を着実に進めながらも、落ち着きのあ

る楽しいクラブ運営に努めて参ります。 

ところで、私は大学を卒業してから 10年間サラリー

マンをしておりました。ある会社で、7年間を大阪の本

社で、3年間を名古屋支店での勤務でした。入社して

研修が終わり、配属されたのは本社「マーケティング

部」でした。当時、花形部門と呼ばれ、意気揚々として

いましたが、連日、単純な資料作りばかりでした。今か

ら思えば本当に世間知らずの私は、東京本社（その会

社は 2本社制でした）から応援に来ていた、2歳年上

の先輩に、私は「本当に我々は、大企業の中のちっぽ

けな歯車ですね」とぼやきました。それを聞いた先輩

は、作業の手を止めず「歯車なんかじゃないよ。歯車

なら一つ欠けると全体が止まる。俺たちが抜けても何

も止まらない。逆にミスして課の人たちに迷惑をかける

時もある。俺たちはまだ、埃かゴミだ。早く歯車になろう

や」と言われました。とても恥ずかしかった記憶があり

ます。その先輩は、昨年の 9月の取締役会で、その会

社の社長に就任されました。あれから 35年かけて関

連会社含め 1万人近い社員を動かす大きな歯車にな

られました。 

今、改めて、24時間を示す 24個の歯と、世界 6大

陸を示す 6本のスポークで形作られた、ロータリークラ

ブの歯車を見た時、過去の自分の愚かしさに一抹の

恥ずかしさ感じると共に、今度こそ、自分もしっかりとし

た歯車となり、また、会員皆様の歯車どうしがしっかり

かみ合いながら、スムーズに回転して大きな力となり

ますよう、汗かき、恥かきながら、油をさし、磨かせて

いただきたいと思います。 

どうか一年よろしくお願いします。 

新入会員入会式 

 駒田 洋平君 

こまだ社会保険労務士法人 代表社員 
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紹介者           伊藤 靖祐君・南村 朋幸君 

 

 
直前会長・幹事 記念品贈呈 

 

 
100%出席表彰 

５年        尾関 育良君 

 

幹事報告             幹事  波多野 智章君 

出席報告                    冨永 典夫君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ３４名  １１名 ８９．４７％ 

前々回 欠席者２名（６月２１日） 

補正出席率 ９４．５９％ 

ニコボックス                   冨永 典夫君 

○２０１８-２０１９年度が始まります。皆様には何かと

お世話になりますが、一年間無事に終わりますように

よろしくお願いします。 

駒田洋平君入会おめでとうございます。 

片平 博己、加藤 義晴、波多野 智章、暮石 哲真  

各君  

○まさに 40 年前の今日結婚式でした。天気は今日と

違い快晴。 

正直、女性運には恵まれた人生だと思っています。 

倉知 正憲君 

○今年度、会計としてお世話になります。一年間よろ

しくお願いします。            古田 嘉且君 

○一年間読み応えのある会報を作りたいと思いま

す。駒田洋平君の入会を心より喜んでいます。  

会報広報委員会 猪子 明、杦本 哲一、長瀬 晴義

                                      各君 

○SAAでこれから一年例会に関わっていきます。宜し

くお願いします。             近藤 道麿君 

○片平年度のスタートを祝って 

 駒田洋平君の入会を祝って 

森 弘好、倉知 正憲、滝 勝夫、尾関 憲市、 

川崎 良一、庄田 元久、冨永 典夫、杉浦 賢二、 

大池 武徳、伊藤 靖祐、沢田 昌久、中村 耕司、 

加藤 義晴、木本 寛、永田 広光、濱島 聡一朗、 

岩田 進市 

各君 

卓 話  

本年度の目標及び方針発表 

会長 片平 博己君 

 
 2018-19年度国際ロータリー会長は、バハマのバリ

ー・ラシンさんという方です。テーマは「インスピレーショ

ンになろう」です。日本語として少しわかりづらいのです

が、ガバナーの解説によれば「前進する活力を感じる

人になろう」「気づきや刺激を与える人になろう」というこ

とです。それを受けて、村井ガバナーは「あなたの街で

ロータリーを！あなたの街からロータリーを！」－ロー

タリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう－とい

うテーマにされました。「まずは、ロータリークラブがあ
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なたの街で気づきや活力を与える団体になってくださ

い」ということになります。そして、当クラブの年度方針

を「『一隅を照らす』私たちの『まち』でロータリーを」にさ

せていただきました。 

「一隅を照らす」とは、中国の話をもとに天台宗開祖の

伝教大師最澄が記した「径寸十枚これ国宝にあらず。

一隅を照らす。これ即ち国宝なり」に由来します。メンバ

ーそれぞれが自分のおかれた立場や役割を誠実に務

め、周りを明るくし、その志を持ったメンバーが集まって

私たちの「まち」全体を明るくしていこうという思いでおり

ます。これは、ロータリークラブの「I serve」や職業奉仕

の理念に通じるものであると思います。 

具体的な方針としては、クラブ計画書の「重点目標」に

記載の通りです。積極的に地域事業に参画し、ロータリ

ークラブの活動を地元の皆さんに知っていただき、公

共イメージの向上を図ると共に、会員増強を含め江南

ロータリークラブの将来を見据え、永続可能な組織とな

るための検討会をスタートさせます。また、ガバナーエ

レクトをサポートをし、ガバナー年度と江南ロータリーク

ラブ 55周年が重なる次年度に、大いに飛躍できる組

織となるよう準備してまいります。 

皆様方のご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

副会長 加藤 義晴君 

 
副会長を務めさせていただきます。 

ロータリアンとして７年目に当たる年度にこのような職

を担わせていただくことに心から感謝申し上げますと共

に、経験不足で知らないことが沢山ありますので、皆様

に御迷惑をかけると思いますが、御指導御協力をよろ

しくお願いいたします。 

さて、皆様御承知のように、副会長の任務は、クラブ細

則第３条第３節にありますように、「会長不在の場合に

会合で議長を務める。その他職に付随する任務を行

う。」と定められております。 

片平会長が不在になることはありませんので、したがっ

て、通常は職に伴う任務は殆どありません。 

目標および方針は会長が発表されました「以下同文」

であります。片平会長の活動方針に沿って、クラブのお

役に立つことができたら幸いと思っております。 

とくに「年寄りのお節介！」と言われないように気をつけ

ていきたいと思っておりますので、皆様からお気づきの

時がありましたら御叱責いただきたいと思っておりま

す。私にとって、ロータリアンとして、記憶にも、記録に

も残る１年にしたいと思っております。よろしくお願いし

ます。 

幹事 波多野 智章君 

 
本年度、江南ロータリークラブ幹事を務めさせていた

だきます波多野です。 

入会８年目での幹事ということで、身に余る大役では

ございますが、精一杯務めてまいりますので一年間ご

指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。 

本年度の運営方針・行事予定に付いて、クラブ計画書

２５，２６ページのクラブ行事予定表に基づき説明させ

ていただきます。 

まず主要行事の中で、今までには無い「定款第8条第1

節(c)による同週祝日振替休会」という言葉が幾つも書

かれていますが、これは「例会日が一般に認められた

祝日を含む国民の祝日に当たる場合、またはその週

に一般に認められた祝日を含む国民の祝日が含まれ

る場合、例会を取止めることができる」という定款第8

条第1節(c)を適応させていただき、例会を８回休会とし

ました。これにより７月、１０月、１月を除き月３回の例

会になりますので、都度案内はいたしますが、休会か

どうか気を付けていただきたいと思います。又、トータ

ルの年間の回数は３９回となり前年度と比べると７回

程少なくなります。 

年忘れ家族会等を含めた夜間の例会については、前

年度１０回から５回へ削減させていただき、預託金に

ついても今年は徴収いたしません。 

又、江南ローターアクトクラブが前年度末をもって残念

ながら解散となった為、合同例会等の共同行事が無く

なったのと、クラブ計画書からローターアクトクラブに

関するページを削除させていただきました。 

続いて、プログラムの中で何点か説明をさせていただ

きます。 

８月２４日ガバナー訪問 

例年の犬山ホテルとは違い、村井ガバナーの同じ分

区内で離れたクラブと合同で行うとの意向により、尾張

旭RCの主管により２クラブ合同で開催をします。会場

は尾張旭の商工会議所となりますので、交通手段に

ついてはマイクロバスを手配する予定です。 

１０月２７日合同例会  

WFF開催に合わせWFF会場近くのホテルにて１７時よ

り愛知RECとの合同例会を行う予定ですので、WFFを

楽しんでいただいた後に出席していただければと思い

ます。 

１１月１１日地区大会  
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本年度はキャッスルホテルではなく蒲郡市の市民文化

会館での開催となりますので、交通手段については検

討をしていく予定です。 

クラブ戦略委員会によるクラブフォーラムを８月と４月

に予定をしています。これに付きましては、会長年度

方針の中の重点目標「２．会員増強を３名以上行う」と

「３．クラブが、今後も永続可能な組織となるための方

向性を検討する」に基づいた内容で開催をする予定で

す。 

次に２７，２８ページの予算について前年度と相違点に

ついて簡単に説明をします。 

ロータリー財団への寄付については前年度５０００円

×前後期で１００００円だったものを、１２０００円とさせ

ていただきました。 

クラブ関係の支出に於いては環境保全委員会を社会

奉仕委員会が兼ねる為予算が無くなっているのと、青

少年奉仕委員会でローターアクトクラブが無くなったこ

とにより予算が大幅減となっています。 

最後に予備費に付いては前年度までは単年の枠組み

の中での数字として表記されていましたが、今年度は

今までの繰越金として前前年度の1,720,770円を目安

とし、170万円を予備費として加算してありますので、

1,727,320円となっています。実際の単年度の収支とし

ては27,320円余剰になる予算組となっていますのでご

理解をいただければと思います。 

まだまだ分からないことも多々ありますが、勉強しなが

ら務めてまいりますので、どうぞ1年間宜しくお願いしま

す。 

副幹事 暮石 哲真君 

 
みなさんこんにちは。今年度副幹事を仰せつかりまし

た暮石です。 

江南ロータリー入会6年目となります。 

副幹事に任命されまして、打ち合わせ・クラブ協議会と

同席するにしたがって、片平会長のロータリーに対す

る真面目さと熱き想い、加藤副会長の繊細さと寛容

さ、波多野幹事の事業遂行のためのち密さ、そんな中

で副幹事としてなにが出来るかと考えました。 

ここは、岩田会長エレクトのようにおちをつくることか？

と思いましたが、それは少し無理かと思いました。 

副幹事の役割はなんだろうと、今まで指名された皆様

と同じように、改めて江南ロータリー定款・細則・内規

をみさせていただきました。そして、毎年の副幹事と同

じように 内規の方に役割の明記してあることを確認し

ました。 

内容は、幹事の補佐と不在時のときの任務代行とあり

ます。 

半年前のご挨拶の時は欠席で、代読という形でとなっ

ていまいましたが、今年度は自分自身が任務代行役

であるとことを認識し出席することに重きをおき、まだ

まだ未熟ものでありますが、無い力を振り絞って片平

年度の副幹事として頑張っていきたいと思っていま

す。 

会長年度方針で「一隅を照らす」という最澄の言葉を

引用しています。 

どちらかというと光り輝くクラブありきという中での個人

という感じがありましたが、そうではなく一人一人が輝

くことが、クラブが輝くことであると説明をされていまし

た。 

ロータリーというチームで活動していくことは、一人一

人がロータリーの一員として一人一人が輝くことがチ

ームの為になると思います。 

今回副幹事という機会をいただいたのでその中で精い

っぱい片平チームの「一隅を照らす人」としてなるべく

努力していきたいと思います。 

サッカーW杯では、日本は検討むなしく敗退しました

が、片平年度はこれから出発です。 

まだまだわからないこともあるかと思いますが、今年１

年いろいろ勉強させていただき、片平チームの歯車と

なって、活動していきたいと思っていますので、皆様の

ご協力とご指導ご鞭撻の程宜しくお願いします。 

以上簡単ではございますが、挨拶とさせていただきま

す。 

 

本日の食事 

 
 
点鐘           会長  片平 博己君 
 

（担当 猪子 明） 


