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２０１８年（平成３０年）７月１２日(木)晴れ 第２６１６（当年度第２回）例会  
                

点 鐘                 会長  片平 博己君 

司 会                 ＳＡＡ  近藤 道麿君 

ロータリーソング斉唱      「それでこそロータリー」         

「四つのテスト」           

    ― 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 

雨が明け、猛暑が続いております。お体ご自愛くだ

さい。 

西日本豪雨では、たくさんの方がお亡くなりになり、

甚大な被害が出ております。お悔みとお見舞いを申し

上げます。地区からはまだ義援金等の連絡が来てお

りませんが、参りましたら江南ロータリークラブとしての

対応をさせていただくべく、皆様にご相談、ご依頼させ

ていただきたいと思います。 

１９９５年阪神淡路大震災当時、私は、神戸を離れ

ておりましたが、実家は神戸にあり、実家周辺の被害

は大したことありませんでしたが、後片付けに戻りまし

た。 １９９７年三国沖ナホトカ号原油流出事故の際

は、海岸で原油のくみ出しのボランティアを行いまし

た。２０００年東海豪雨の際は、新川決壊現場近くの住

宅での片付けボランティアを行いました。また、先月

は、福島県会津若松市で福島復興支援プロジェクトの

一つである、ひまわり里親プロジェクトに参加してきま

した。 

いつも思うのは、被災地では、TVや新聞などでは

伝わらない状況があるということです。現実に自分の

目で見るか、見ないかに違いがあることは、当然予想

できることではありますが、具体的に何かと言います

と、臭い、埃、雰囲気ではないかと思います。水害の後

の臭いや埃は、大変なものですが、なかなか表現でき

ません。また、被災された方の喪失感、嘆き、苦しみか

ら出るオーラと言いますか、全体に漂う雰囲気には、

全くどうして対処してよいかわかりませんでした。ボラ

ンティアに来たと言っても役に立ったのか立たなかった

のかよくわからず、ただ、何もしないより何かしたほう

が良いかも程度だったと思います。結局、最後は「祈

る」ことしかありませんでした。励ますとか元気づけると

いう言葉自体が薄っぺらく感じ、ただただ「祈る」しかな

かったように思います。今回のこの災害につきまして  

も、ささやかでも自分にできることをして、祈りをささげ

たいと思います。 

さて、本日は、岩倉 RC井上会長、野崎幹事、愛知

REC小山会長にお越しいただいております。ありがと

うございます。岩倉 RC さんは、本年度、創立４０周

年、愛知 REC さんは、創立５周年のおめでたい年で

す。岩倉 RC さんとは、長年にわたって、交互に桜と藤

を見ながらの合同例会を行い、愛知 REC さんとは本

年度初めて、WFFの初日の夜に会場近くのホテル会

場で合同例会を開く予定にしております。それぞれの

クラブが置かれたところでしっかり花咲かせ、一隅を照

らし、クラブ間での友好関係を築きながら、より充実し

た RC活動を行い、地域のインスピレーションになるよ

う努力してまいりたいと思っております。 

ビジター挨拶 

岩倉ロータリークラブ 会長 井上 隆義君 

 
岩倉ロータリークラブ 幹事 野崎 要君 
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愛知ロータリーＥクラブ 会長 小山 陽三君 

 
バナー交換 愛知ロータリーＥクラブ会長 小山 陽三君 

 
幹事報告              幹事 波多野 智章君 

出席報告                    尾関 憲市君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ３３名  １２名 ８６．８４％ 

前々回 欠席者３名（６月２８日） 

補正出席率 ９１．４３％ 

ニコボックス                   尾関 憲市君 

○お世話になります。本年もよろしくおねがいします。 

岩倉ロータリークラブ 井上 隆義、野崎 要 各君 

○愛知 RECの小山です。お世話になります。 

愛知ロータリーＥクラブ 小山 陽三君 

○本日、各委員会年間行事計画発表です。各委員長

さん宜しくお願いします。 

岩倉ＲＣ会長 井上隆義様、幹事 野崎要様、愛知

ＲＥＣ会長 小山陽三様、ようこそ江南ＲＣへ 

片平 博己、加藤 義晴、波多野 智章、暮石 哲真  

各君  

○２度目のクラブ奉仕委員長を楽しもうと思っていま

す。 

久し振りに岩倉クラブの井上先生の元気なお顔を拝

見出来た喜び。              倉知 正憲君 

○本日の卓話で各委員会年間行事計画の発表をさ

せて頂きます。 

Ｒ情報・プログラム委員会、１年間よろしくお願い致

します。                      長瀬 晴義君 

○本日卓話をさせていただきます。１年間よろしくお

願い致します。              尾関 育良君 

○本日年間行事計画を発表させて頂きます。よろしく

お願いいたします。          濱島 聡一朗君 

○ようこそ！江南ロータリークラブへ 

岩倉ロータリークラブ会長 井上隆義様、幹事 野崎

要様、愛知ロータリーＥクラブ会長 小山陽三様 

各委員会の行事計画の発表を楽しみにしています 

庄田 元久、大池 武徳、伊藤 靖祐、岩田 静夫、 

木本 寛、岩田 進市 各君 

卓 話 

各委員会年間行事計画発表 

クラブ奉仕委員会 倉知 正憲君 

 
クラブ奉仕委員長としての抱負 

 クラブ計画書にも書かせていただきましたが、２度目

のクラブ奉仕委員長です。 

クラブに入会して早いもので２５年が過ぎました。今思

い返してみるとクラブそのものも この期間に大きく変貌

を遂げたように思われます。 

入会間もない頃は先輩諸氏から、出席率の向上をしつ

こく指導された記憶があります。 

何処のクラブも競争するかのように出席１００％を目指

したものでした。 

でも時代は変わりました。良いか悪いかは別として出

席率についても五月蠅く言われなくなりました。 

我がクラブは順応性が高いのか、時代の流れに沿うの

が上手いのか、昨年度では出席率については 東尾張

分区内でも下から数えた方が早い程の体たらくです。 

一概に出席率が低下したことが全てではありません

が、会員数の減少から来る厳しい予算編成も影響し

て、例回数の減少など様々な工夫が求められていま

す。 

クラブ奉仕委員会に所属する各委員会は、いずれもク

ラブの基本を組み立てるのに必要な委員会が揃ってい

ます。 

各委員長さんもベテランから新進気鋭まで、上手くバラ

ンスが取れていると思います。 

クラブメンバーのスキルアップの実現を目指して、地味

ながら将来に向けて実のある活動を続けて行ければ、

それ以上に望むことはありません。 

ガバナー輩出年度を控えて何かと窮屈になるとは思い

ますが、各委員長さんにおかれましては、どうか積極的

な活動を展開していただくよう心から期待しています。 

出席・ニコボックス委員会冨永 典夫君 

代読 尾関 憲市君 

 
本年度出席ニコボックス委員会委員長の冨永です。 
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副委員長に尾関憲市君、南村朋幸君を委員として一年

間お世話になります。当委員会の活動としてクラブ例

会への出席は、ロータリー活動の原点であると同時に

最重要活動であることを認識し、出席率の向上に努め

ます。 

出席に対しては、 

①メークアップを含め会員の出席 100％を目標とする。 

②100％出席者に敬意を表し、記念品を贈呈する。 

（1，2，3，5，10年以後 5年毎に表彰する） 

③地区大会はじめ地区行事、その他関連行事に出席

要請を行う。 

④B免長期非出席者に対し、可能な範囲で出席要請を

行う。 

出席とみなされるには、例会時間の 60％に出席するこ

ととされております。 

ニコボックスに対しては、ニコボックスの原点である会

員・家族また職場での慶事や嬉しかったことを披露して

頂き、他会員とともに喜び、お祝いできる雰囲気づくり

に努力する。 

例年とあまり変わり映えしませんが皆様のご協力によ

り実のある一年とさせていただく所存です。どうかよろ

しくお願いします。 

親睦活動委員会 尾関 育良君 

 
 本年度親睦活動委員会委員長を仰せつかりました尾

関育良です。 

 本年度は、副委員長の富田清孝さん、杉浦賢二さ

ん、岩田静夫さんの４人で務めさせていただきます。ど

うかよろしくお願い致します。 

 親睦は、ロータリーの根幹をなすものでもありますの

で、皆様の親睦がより一層深まるように努めて参りたい

と思います。 

親睦活動委員会の一番重要な仕事・イベントが、年忘

れ家族会です。 

本年度は、１２月１５日に犬山ホテルで開催致します。 

 原点回帰ということもありますが、来年には犬山ホテ

ルが営業をいったん終了するということですので、犬山

ホテルでの最後の年忘れ家族会になります。皆様の記

憶に残るような家族会となりますよう、頑張りたいと思

います。  

また、同好会の活動につきまして、引き続き、気の合う

仲間でお集まりいただいて親交を深めて頂ければと思

います。 

現在ある同好会だけでなく、新たな同好会の立ち上げ 

を思いつかれた場合には、親睦活動委員会でサポート 

をさせていただきますので、遠慮なくご相談下さい。 

また、同好会にロータリー入会の候補者となりそうな方

を招き、親交を深める中で、クラブへの入会に繋げてい

くという活動をされているロータリークラブもあると聞き

ます。 

会委員増強の為の同好会活動というのは活動趣旨か

ら逸れてしまいますので、この点を中心に据えるので

はなく、あくまで機会があれば、ということですが、会員

増強につなげることができるかもしれませんので、頭の

片隅に置いておいていただければと思います。 

また、皆様にひとつお願いがございます。 

クラブの例会にビジターの方がいらっしゃった際には、

是非お声掛けいただき、温かくお迎え頂きたいと思いま

す。 

親睦活動委員会で積極的に交流をと考えていますが、

例会上全体の迎え入れる雰囲気も大切だと思います。 

せっかく安くは無いビジターフィーをお支払いただき、例

会にお越しいただいているのですから、少しでも楽しい

気分になってお帰りいただきたいと思います。 

片平会長からも、力を入れて欲しい点であるということ

でお話もありましたので、どうか皆様にもご協力を頂け

ればと思います。 

至らない点が多々あるかと存じますが、１年間がんばり

ますので、ご指導ご鞭撻頂きますよう宜しくお願い申し

上げます。 

会報・広報雑誌委員会 猪子 明君 

 
今年度、会報・広報雑誌委員会委員長を務めさせてい

ただく猪子明です。委員会メンバーは、副委員長・杦本

哲一君、R情報プムグラム委員長兼任・長瀬晴義君、

副幹事兼任・暮石哲真君、新人・永井義康君で、私を

含めて五人で一年間、メンバーの皆さんにとって読み

応えのある会報を作り・発信していきたいと思っており

ます。 

会報のスタイルは、昨年度同様卓話にかんして動画

での配信としていますが、スピーカーから原稿を記憶

媒体にて頂いた場合は、記載もさせていただきますの

でご協力お願い申し上げます。 

My Rotaryの登録推進をさせていただきます。今年

度のガバナー特別賞の対象の一つとしてクラブ会員の

40%以上の My Rotaryの登録とあります。当クラブは、

現在 12名 27%の登録です。6名以上の追加登録を目

指します。 

月の第一例会時に、「ロータリーの友」の内容を紹介

します。そしてさらに、メンバーの皆様から投稿を募集

し、クラブのＰＲを行いたいと考えております。 

一年間、よろしくお願いいたします。 
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会員増強委員会 濱島 聡一朗君 

 
 今年度会員増強委員長を仰せつかりました濱島で

す。委員会メンバーとしまして、副委員長の永田広光さ

んと伊藤靖祐さんと共に１年間活動していきたいと思い

ます。大変頼りない委員長ではございますが、何卒よ

ろしくお願いいたします。 

 地区協議会の報告でも申し上げました通り、ここ数年

の会員増強委員会の目標としましては特に目新しい内

容はないのですが、まずはとにかく会員数を増やすこ

と。これは地区の澤田委員長がお話しされていたことで

すが、会員の数は様々な活動のための財源を確保す

る意味で、一定の水準以上を保持しなくては、健全なク

ラブ運営が持続できなくなるという根本的な問題を踏ま

えてのことになります。そしてできる限り若手の会員と

女性の会員を増強すること。女性会員につきましては、

お一人入会されるとさらにそれに続いて入会される方

が見込めるのではないかとの情報を聞いております。

そのためにクラブのメンバーが一丸となって人材の発

掘に努めることこそが、今年度の当委員会に課せられ

た使命ではないかと思います。大変嬉しいことに、すで

に今年は駒田さんという１名のメンバーを迎え入れるこ

とになりましたが、当然ながらこれは私の実績ではござ

いません。江南ロータリークラブは次年度のガバナー

輩出年度を控えておりますのでこれに甘んずることな

く、片平会長の求める３名以上の会員増強を達成でき

るように一人でも二人でも新しい候補者の方をご紹介

いただき、クラブに加入してもらえるよう、皆様のお力

添えをいただきながら一年間精一杯頑張って参りたい

と思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

会員選考・職業分類委員会 浅野 安郎君 

 
職業分類委員会の仕事は、絶えず本クラブの充填未

充填職業分類を検討し、未充填の職業分類を充填す

るために適当な人物の指名を理事会に提案することで

あります。特に、My Rotaryには地元の職業を反映した

クラブに、とあるように、江南地域の特色ある職業の方

を提案できればと思いますが、まずは一人でも多くの

方をロータリーにお迎えできるように、会員増強委員会

と密に連携をしながら努力してまいりたいと思います。 

会員選考委員会としては、粛々と作業を行っていく所

存です。 

Ｒ情報・プログラム委員会 長瀬 晴義君 

 
 本年度、R情報・プログラム委員長を務めさせていた

だきます長瀬です。副委員長の熊澤さんと委員の庄田

さんの三名で活動してまいりますので、どうぞ一年間よ

ろしくお願い致します。 

2018-19年度の国際ロータリーのテーマは 

「インスピレーションになろう」です。 

インスピレーションという言葉は人それぞれの受け取り

方が違うと思いますが、この一年間、会員の皆様に必

要な知識、情報を提供し地区大会、I.M等のロータリー

の諸行事及び他クラブの例会に積極的に参加してメー

クアップをしていただく様に働きかけたいと思っておりま

す。 

それが、片平会長の言われる、私たちの「まち」から

「世界」へ向けての「インスピレーション」につながると思

っておりますので皆様には大変お世話になりますが一

年間よろしくお願い致します。 

 

本日の食事 

 
点鐘           会長  片平 博己君 

（担当 杦本 哲一） 


