２０１８年（平成３０年）１２月１３日(木)晴れ 第２６３３回（当年度１９回）年次総会

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」
四つのテスト斉唱
― 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

ェンジの年とするため、青臭く、面倒くさいかもしれませ
んが、「江南ロータリークラブ」をどのようなクラブにして
いけば、親睦と奉仕のバランスがとれ、学びの多い、居
心地の良いクラブになっていくか、ていねいに話し合い、
行動に移してまいりたいと思います。皆様、よろしくお
願いいたします。
幹事報告 -別紙幹事 波多野 智章君
祝 福 –別紙委員長 尾関 育良君
出席報告
委員長 冨永 典夫君
会員数
出席者数 欠席者数
出席率
４５名
２９名
１６名
７８．３８％
前々回 欠席者６名（１１月２９日）
補正出席率 ８４．２１％
ニコボックス
○本日の年次総会ですよろしくお願いします。
片平 博己、加藤 義晴、波多野 智章、暮石 哲真各君
○お誕生日の御祝いで美味しいお米ありがとうござ
いました。(笑) いよいよ満６５歳、高齢者の仲間入
りですが毎日が元気で楽しいです。 堀尾 庄一君
○本日は年次総会です。よろしくお願いします。
松岡 一成、冨永 典夫、杉浦 賢二、松井 智義、
岩田 静夫、木本 寛、岩田 進市、近藤 道麿各君
本日は、年次総会で、次々年度会長候補者と次年度 年次総会
次々年度会長候補承認の件
理事、役員の承認をいただくことになっております。よろ 第1号議案
第2号議案
次年度理事および役員承認の件
しくお願いいたします。
本年度会長として、いろいろなクラブの会長、幹事さん 幹事
とお会いし、また、この総会に向けて多くのクラブ内の 江南RC定款第８条第２節及び細則第４条により、
方々とも個別にお会いし、お話を伺って気づいたのは、 只今より本年度の年次総会を開催致します。
自分自身、ロータリークラブそのものについて知らない 年次総会は、細則第４条第４節により、「会員数
ことがあまりにも多いということ。また、各クラブの運営 の３分の１をもって本クラブの年次総会の定足数
方法、メンバー各位のロータリークラブに対する考え方、 とする」となっております。
価値観が多岐にわたること。メンバー各位がそれぞれ 現在会員数４５名中２９名のご出席をいただいて
の個人的事情を抱えておられること。と言ったところで おります。
す。自分の無知さと気遣いのなさに恥じることが多々あ したがいまして、細則の規定通りに成立していま
すことをご報告致します。
りました。
今日を折り返し点として、新たな気持ちであと半分取り 細則第３条第１節の規定により、議長に 片平会長
組んでまいりたいと思います。メンバー数が伸び悩む を選任致します。
中で、次年度は伊藤ガバナーを支え、５５周年という一 会長
つの節目を迎えます。その年を大きなチャンス、ギヤチ 細則に従い、本年度年次総会の議長を努めさせて
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いただきます。会員皆様の格別のご審議とご協力
をいただきますようお願い致します。
それでは只今より、本年度年次総会の議事に入り
ます。
第１号議案 次々年度会長候補承認の件
第２号議案 次年度理事および役員承認の件
相互関連いたしております２議案を上程致しま
す。

第１号議案
次々年度会長候補承認の件
細則第１条第１節とクラブ内規に従い「指名委員
会」を設け、本年１０月１８日に１３名のパスト
会長の方々を指名委員に任命させていただきまし
た。
１１月２７日「商工会館会議室」において、９名
の指名委員により、指名委員会を開催し、委員の
皆様の慎重審議の結果、次々年度会長候補が指名
されました。
１２月６日の理事会において、その候補者が承認
されました。次々年度会長候補者として、加藤義
晴君が指名されました。
第1号議案の採決に入ります。ご賛成の方は拍手を
お願いします。
細則では「採決は出席者の過半数で決定する」と
なっております。
過半数と認め、ご承認を得たものと致します。
ご承認有難うございました。
只今選出されました加藤義晴会長ノミニ－は、次
年度（２０１９年７月１日）に始まる年度より、
会長エレクトとして理事会のメンバーとして務め
ていただきます。
第２号議案
次年度理事および役員承認の件
細則第1条第1節に基づき、会長エレクトの指名に
より次年度理事・役員候補者の選出がなされ、１
２月６日の理事会にその候補者案が提出されまし
た。
理事会において、提出通された候補者案が承認さ
れましたことを、ここに報告致します。
その承認されましたリストを幹事より配布致しま
す。
次年度理事･役員候補者のお名前を読み上げます。
２０１９～２０２０年度 役員・理事（案）
役員 会 長
岩田静夫君
直前会長
片平博己君

会長エレクト 加藤義晴君
副会長
沢田昌久君
幹 事
中村耕司君
副幹事
尾関育良君
会 計
古田嘉且君
ＳＡＡ
岩田進市君
理事 クラブ奉仕委員長
川崎良一君
職業奉仕委員長
富田清孝君
社会奉仕委員長
尾関憲市君
国際奉仕委員長
長瀬晴義君
青少年奉仕委員長
永井義康君
Ｒ情報･プログラム委員長 猪子 明君
無任所
倉知正憲君
第2号議案の採決に入ります。ご賛成の方は拍手を
お願いします。
有難うございました。
過半数と認めご承認を得たものと致します。
皆様に配布致しました構成案の（案）を消して下
さい。
これで１号議案、２号議案 は只今の通りに可決
致しましたことを、ここに宣言致します。
会員の皆様のご協力で原案通り２つの議案が採決
されました。厚くお礼申し上げます。
次年度理事・役員の皆様のご活躍を願い、議長の
席を退席致します。有難うございました。
幹 事
選出承認されました次次年度会長・次年度会長・
副会長・幹事・副幹事の皆様方、ご挨拶をお願い
します。
２０１９～２０２０年度会長エレクト 加藤義晴君

この度は、私のような立場の者を次年度会長エレ
クトに選任していただき、ありがとうございま
す。
経緯は色々あったと承知しておりましたが、私に
も都合がありました。
マサカ私を最終的に候補にされるとは、正しく
「青天の霹靂」でした。
お話を頂いた時には、絶対に無理！と考えており
ました。が、何度か複数の方から再考を促され、
その方々から全面的に御協力をいただけるお約束
もいただきましたので、これは皆様方の敬老精神
溢れる証として受け止めさせていただき受けさせ
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ていただくことにしました。
与えていただく以上は役割を精一杯努めさせてい
ただきたいと思っておりますので、皆様方のご理
解ご協力を心からお願いいたします。
ありがとうございました。
２０１９～２０２０年度会長 岩田静夫君

気がします。
役員・理事として数多くの私よりも入会年度の古
い先輩にご無理なお願いをし、若いメンバーには
丁寧にお願い出来ていなく申し訳ない気持ちで一
杯です。しかしながら「成すべきことは何か、出
来ることは何か」を常に考え、マイベストを尽く
す所存であります。
役員・理事そして全てのメンバーの皆様と共に創
立５５周年が輝かしい年となる様に頑張っていき
たいと思います。宜しくお願い申し上げます。
２０１９～２０２０年度副会長

次年度、５４年の歴史と伝統のある江南ロータリ
ークラブの会長を仰せつかりました岩田静夫で
す。只今は次年度役員・理事をご承認頂きまし
て、誠にありがとうございました。これより次年
度の出発まで残り半年の期間ではありますが、来
年の７月１日に確実に運営できる様、まさに計画
を練り創立５５周年に向けての第一歩を踏み出し
たいと思います。
重点目標です。次年度は伊藤靖祐ガバナー年度で
あります。言わずもがなではありますが、ホスト
クラブとして協力的な支援体制で望んでまいりた
いと思います。又会員皆様のご理解を仰ぎ、地区
の各種大会においては全員登録をし、尚且つ積極
的に参加をする、そのための参加しやすい方法を
検討していきたいと思います。創立５５周年の年
度でもあります。出来ますれば市民サービスの事
業を行いたく思います。こちらに関しましては、
クラブ奉仕委員長を始めとする五大委員長の皆様
と検討し開催したいと思います。
会員皆様の家族を含めた親睦の機会につきまして
も活発に行い、会員増強も忘れてはなりません。
２００５年の１月に故福田清成先輩を推薦者とし
江南ロータリークラブに入会を許されました。そ
の年は創立４０周年の記念の年でありましたが、
名鉄犬山ホテルでの記念式典に訳も分からずお客
様の様にただいただけでした。早１５年近くた
ち、創立５５周年を迎える年となります。創立４
５周年の倉知年度では副幹事、創立５０周年の堀
尾年度では幹事ではありましたが、何もわからず
只々事業と共に時間が早く過ぎ去っただけの様な

沢田昌久君
(代読中村耕司君)
このたび、次年度副会長を仰せつかりました沢田
昌久です。
まずもって、皆様に本日の総会を欠席させていた
だくご無礼をお詫び申しあげる次第です。なにぶ
んにも、仕事上の約束が前から決まっており、今
日の挨拶を代読とさせていただきました。
さて、次年度の副会長をお願いできないかという
岩田次年度会長からの申し出に、私は即答できま
せんでしたが、私の身体的な面を考慮していただ
けるとのお話でしたので、お受けすることにしま
した。そうしたことから、私に頼まれるのは多分
入会当初から、いろいろと岩田さんに対して講釈
を伝えてきたからだろうと思っています。
多分ですが、岩田さんも次年度会長という立場に
なられ、すでに十分なロータリーでの働きや活動
をされた実績は皆が認めるところではあるかと思
いますが、この性格です。
きっとお目付役として、脇でしっかりと支えてほ
しいと思われたのでしょう。ですので、微力では
ありますが次年度の副会長という立場で岩田さん
をしっかりとホローさせていただこうと思いま
す。
次年度は江南からいよいよ２人目のガバナーが生
まれます。
併せて、各地区担当役員の皆さんがしっかりと活
躍できますよう、バックアップもさせていただく
気持ちを決意として、次年度副会長就任の挨拶に
かえさせていただきます。本日は、代読で誠に申
し訳ありませんでした。
２０１９～２０２０年度 幹事
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中村耕司君

私は古田会長年度の２０１１年１月に当時幹事の
沢田さんの紹介で入会して以来７年が経過し来年
は８年目になります。私は古田年度の入会ですか
ら、いわゆる“古田チルドレン”だと思っていま
す。古田さんからいろいろご指導頂きたくお願い
します。入会時のイメージとしては１０年後に幹
事に成れるくらいにロータリーに馴染めたらいい
なぁ～っと思っていましたが、昨今の人手不足で
激しい青田刈りにされたような心境です。もう少
しロータリーの事を理解し、稲穂の様な実りを体
感してから刈り取って頂きたかったです。
江南ロータリー一番の人気者の岩田静夫さんをと
夫婦になれてうれしく思っています。
女房役の幹事としては、岩田会長が岩田節を貫い
ていただけるよう、ましてや猫を被って小さく無
難な活動にならないようにお支えし、明るく楽し
いロータリークラブにしていくことが私に責務だ
と思っています。どうか皆さん、おかしな点やお
気づきの点がございましたら、厳しくご指導賜り
たくお願い申し上げます。
伊藤ガバナーとの協力体制を維持しながらの周年
活動も実施していきます。地区活動で何かとお疲
れの地区担当役員の皆さんが江南の例会に参加し
た際には、ほっとして癒(いや)されるようなふる
さと的な存在を意識して取り組んでまいります。
次年度の岩田丸は、船長は岩田さん、沢田さんは
高所大所から経験と知識に基づいた高い情報収集
能力を備えたレーダー付きブレイン役を、尾関さ
んはコンプライアンスチェックしながら経験値を
高めるべく下調べと偵察役を、私が保険業として
リスクヘッジしながらエンジン役となり得意のア
クセル全開でシフトチェンジしながらシフトアッ
プだけではなく時にはシフトダウン、時にはリバ
ースギアも駆使しながら滑らかな運航、ドラマの
「下町ロケット」でもエンジンとトランスミッシ
ョンの愛称が重要と言っている通り、全体最適、
部分最適のバランスを意識した滑らかな運航に心
がけていきたいと思います。どうか、次年度と言
わず、今から、よろしくご指導賜りますようお願
い申し上げ挨拶とさせて頂きます。
２０１９～２０２０年度 副幹事

その間、ロータリークラブでは、様々なことを勉
強・経験させていただきました。
しかし、ロータリークラブについての勉強がまだ
まだ足りないと感じておりますので、次年度は、
しっかりと勉強をし、岩田会長、沢田副会長、中
村幹事をサポートできるよう頑張りたいと思いま
す。
次年度は、伊藤ガバナー輩出年度となり、地区へ
行かれる方々が大勢いらっしゃいます。
その関係でお忙しい方がたくさんいらっしゃり、
会員の皆様ご自身も、クラブ運営も大変だろうと
は思いますが、そのような時だからこそ、何かお
役にたてれば、と思っております。
いつの間にか初老という、あまり嬉しくない響き
の歳となりましたが、まだまだ若輩者ですので、
皆様にはご迷惑をおかけしてしまうかもしれませ
んが、一生懸命努めて参りますので、ご指導・ご
鞭撻のほど宜しくお願い致します。
幹 事
有難うございました。皆様のご協力のお陰で、年
次総会が予定通り審議頂く事ができました事を、
お礼申し上げます。
これをもちまして本年度年次総会を終了致します。
ＳＡＡ

本日の例会及び年次総会を終ります。

本日の食事

尾関育良君
点鐘

会長 片平 博己君
（担当 猪子 明）

次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。
入会させていただいてはや５年が経過しました。
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