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２０１９年 （令和元年）６月２７日 (木 )雨  第２６５３回（当年度第３９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           「我等の生業」

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 

 
本年度最後の例会となりました。皆さんには、1 年間

本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

先日の地区役員・会長幹事懇談会では「ガバナー特

別賞」をいただきました。私たちの地道なクラブ運営、意

義ある事業が高く評価された証です。 

本年度は、「『一隅を照らす』～私たちの「まち」でロー

タリーを！」というスローガンを掲げ、地に足を付けた活

動をしてまいりました。江南市国際交流フェスティバル

へブース参加し、また、古知野中学校での「命のバトン

を未来へ」と題した授業を行いました。地元、誠信高校

の中村教諭の卓話も地元の学生を応援するきっかけに

なりました。名古屋地方裁判所での法廷傍聴は貴重な

体験でした。岩倉RC、愛知REC、尾張旭RC、名古屋守

山 RC、一宮中央 RC の皆さんとも例会等で交流を図る

ことができました。STS では、元中日ドラゴンズピッチャ

ーの鈴木孝政さん、日本人初の常駐教員の二十歩文

雄さんをお招きし、通常の卓話では聞けない話を伺うこ

とができました。親睦については、ボウリング例会、年

忘れ家族会、そして、令和に元号が変わったその月に、

豪華バスで伊勢参りにも行きました。会員増強について

は、目標には届かなかったものの増強していく上での仕

組みづくり、種まきを十分していただけたと思っています。

会報については、毎回丁寧で細かな気遣いが感じられ

るものにしていただけました。振り返れば、それぞれの

活動に担当の方の思い入れとご苦労が伺えます。重ね

て感謝申し上げます。 

会長挨拶の結びに、「一隅を照らす」という言葉は、

私の座右の銘でもありますが、その言葉をより味わい

深く、力強く感じることができる短い詩を紹介させていた

だきます。かつて住友電工中興の祖と称えらえた田中

良雄という方がいらっしゃいました。東大に在学中、人を

救うべく線路に飛び込んで片足首を失われましたが、卒

業後に住友本社総本店に入社されました。終戦後の困

難な時代、田中さんは住友本家を守り抜かれたのでし

た。その精神は住友の精神となり、全社員が今も鏡とし

ている方だそうです。その田中さんが綴られた「私の願

い」という詩です。 
         「私の願い」 

    一隅を照らすもので私はありたい 

私の受け持つ一隅が 

どんなに小さいみじめな 

はかないものであっても 

悪びれず   ひるまず 

いつもほのかに  照らして行きたい 

以上です。ありがとうございました。 

出席１００％表彰     ３年        近藤 道麿君 
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幹事報告   -別紙-       幹事 波多野 智章君 

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 ３０名  １６名 ８１．０８％ 

前々回の補正はありません。 

規定休会の為 

ニコボックス                   冨永 典夫君 

○本日の卓話 一年をふりかえって 

よろしくお願いします。 

一年間ありがとうございました。 

片平 博己、加藤 義晴、波多野 智章、暮石 哲真各君 

○堀尾庄一さん幹事の波多野智章さん発表の時間を

作っていただきありがとうございました。岩田 進市君 

○SAAが何とか無事に終えれそうです。 

一年間、ありがとうございました。    近藤 道麿君 

○本日の卓話 「一年を振り返って」 

 一年間ご苦労様でした 

伊藤 鶴𠮷、倉知 正憲、川崎 良一、松岡 一成、 

古田 嘉且、冨永 典夫、杉浦 賢二、松井 智義、  

岩田 静夫、長瀬 晴義、濱島 聡一朗 各君 

卓 話 

「一年を振り返って」 

              国際奉仕委員長 岩田 進市君 

 
国際奉仕委員会 委員長の岩田進市です。 

委員会は副委員長の森弘好さん堀尾庄一さんと私の

三名で活動してまいりました。 

先ずは、予定者の段階行われた地区研修協議会に

於いて、地区で行われている事業、クラブで行っている

事業の発表を聞かせていただきました。計画立案、実

施、補助金申請マネージメント等。本クラブの調査、研

究、啓発にあたるかと思いましたが、わたくしには理解

困難でした。本年次期地区スタッフとして、それを見て

みるとかなり違ってきました。野球観戦で例えるならレフ

ト５階外野席から見るのと自軍ベンチより見るぐらい違

います。勉強になりました。気迫と、手元。  

 次に、8月 19日（日）に江南市交流フェスティバルがす

いとぴあ江南にて江南市国際交流フェスティバル開催さ

れました。国際奉仕委員会は江南ロータリークラブとし

てブースを設営し参加協力しました。ブースでは会員に

て、2760 地区より貸していただいたパネルと片平会長

が自費で作っていただいた立派な写真パネルを使用し

て、ポリオ撲滅と来る１０月の名古屋栄で開催される、

ワードフードふれ愛フェスティバルの案内とロータリーク

ラブの活動のＰＲを行いました。また、昼からは、多目的

ホールステージにて片平会長をはじめ会員によってロ

ータリーの組織と活動のＰＲを行いました。会場の雰囲

気には圧倒され負けました（笑う）。 

 ワールドフード＋ふれ愛フェスティバルへの参加は多

くの方に行っていただきありがとうございました。当日の

愛知Ｅロータリークラブとの合同例会等に設営していた

だいた方々に深く感謝します。 

最後に台風で中止になった江南商工まつりでの「ガ

チャガチャポン」を使用してのポリオ撲滅のＰＲ活動が

幻に終わったのはとても残念に思いました。ぜひとも、

2019－20年度にはいっぱいテルテル坊主を作って実施

していただけたらと思います。 一年間、最後の最後ま

で助けていただきありがとうございます。次回 SAA を担

当させていただきます、よろしくお願いします。 

副幹事 暮石 哲真君 

 
この 1年間、副幹事という大役を与えていただき大変

貴重な経験を済まさせていただいたことに感謝とお礼を

申しあげます。 

今年 1年は、大変お世話になりました。 

副幹事という役職は、ロータリー歴の浅い会員には、

大きく全体のことがよくわかるので大変いい場所であり、

大変有意義でありました。 

片平会長のご指名に改めて大変感謝しております。 

副幹事の役割は、幹事の補佐ということでしたが 波

多野幹事にいつも全てをフォローしていただき、知らな

いうちに１年が終わることになりそうです。ただ、通常幹

事が休む事はあまりなかったように思われますが、１度

のみですが波多野幹事欠席のため 初めて幹事報告も

させていただき任務の代行をさせていただきました。 

大変貴重な経験をさせていただきましたことも大変感謝

しています。 

 この１年間、片平会長・加藤副会長・波多野幹事・各

委員長のロータリーに対する真面目で紳士な姿勢に感

服していました。 

 前回の会長挨拶の中の「超我の奉仕」についての話

で「ベストなサービスをすれば、結果として最も多く報い

られる」は、本当に少し腑に落ちたようなきがしています。

今まで気づくことのなかった奉仕の理念を感じることが

でき、今後の自分のロータリー活動のもとになるように

思われます。 

 来週からは、広報・会報としてお世話になります。今年

度の猪子委員長のようにはいかないと思いますし、いろ

いろ不手際もあるかと思いますが、そのあたりはロータ

リーの寛容さをもってスルーしていただけたらと思いま

す。次年度岩田会長からはＨＰの見直しなどの要望もあ
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り、また委員が地区の方も兼務もしていますので、なか

なか大変そうですが、どうぞよろしくお願いします。 

 １年間ありがとうございました。 

幹事 波多野 智章君 

 
本年度、幹事を務めさせていただきました波多野智章

です。メンバー皆さんのご協力のおかげで何とか 1年終

えられますことに心より感謝を申し上げます。  

片平会長の、「一隅を照らす」～私たちの「まち」でロ

ータリーを！～の方針のもと各委員長の皆様には大変

一生懸命事業を行っていただきました。 

社会奉仕委員会中村委員長には、古知野中学校に

於いて「いのちの授業」を企画していただき、中学生に

対し命の重みや大切さを再認識する素晴らしい機会に

なったと思います。また、ロータリーの友の４月号に見

開きで掲載されたことも、この事業の意図が認められた

結果だと思います。 

また、会報広報雑誌委員会猪子委員長には普段の

会報作成、卓話配信に加えこの原稿作成にもご尽力い

ただき感謝申し上げます。 

職業奉仕委員会木本委員長には裁判所内に於いて

実際の法廷傍聴をする機会をいただき、今までテレビ

の中でしか見たことの無い貴重な体験をさせていただき

ました。  

会員増強委員会濱島委員長には２名の新入会員の

増強をいただき、又ターゲットシートを使った新入会員

候補の発掘を積極的に行っていただきました。次年度も

会員増強委員長ということでございますので是非繋げ

ていただきたいと思います。 

親睦活動委員会尾関委員長にはボウリング例会、名

鉄犬山ホテルでの年忘れ家族会、伊勢神宮への親睦

家族会と企画していただき有難うございました。ご参加

いただいた家族の皆様には大変喜んでいただけたと思

います。 

ＳＡＡの近藤さんには例会を休むこと無く、独特の安

定感で取り仕切っていただいたことに感謝申し上げます。

又、今年度から例会の回数を基本３回に変えた為、食

事の数等も苦慮されたと思いますが１年間有難うござい

ました。 

青少年奉仕委員会大池委員長には昨年８月に行っ

た江南ローターアクトクラブの終結宣言を取り仕切って

いただき、久々に顔を合わせる多くのローターアクトＯＢ

ＯＧの方々と共に、輝かしい江南ローターアクトクラブの

歴史の最終を飾ることが出来ました。その後体調を崩さ

れ参加をすることが難しい状況にありますが、この間仕

事の関係もあり、何度かお会いし電話でもお話をさせて

頂くなかでは、大変元気に接していただいており、「今回

も会場へは伺うことが出来ませんが、皆様に宜しくお伝

えください」との伝言をいただいております。 

その他、倉知クラブ奉仕委員長をはじめとする委員長 

の皆様には、それぞれの役割を全うすると共に、クラブ

運営のサポートをいただきましたことに感謝申し上げま

す。また、会計の古田さんには予算書の作成から始まり、

今月には入会年度の浅いメンバーへの勉強会の講師

も務めていただき何かとお世話になりましたことをお礼

申し上げます。又、本年度から事務局の方が新しく渡邉

さん、勝村さんとなりましたが、特にメインの渡邉さんに

は引継が十分でない中で、試行錯誤をしながら１年をや

りきっていただいたことに敬意を表します。 

そして、片平会長からはすべてに対してあまり細かい

ことを言われず任せていただけたこと、加藤副会長、暮

石副幹事からは様々の助言をいただきましたことに感

謝申し上げます。おかげを持ちまして、多々至らぬ点は

あったかと思いますが、あまり苦と思う事無く楽しく１年

間を過ごさせて頂きました。 

いよいよ次年度は伊藤ガバナー輩出と創立５５周年

いうことで、江南ＲＣの新たな歴史をつくる１年になると

思います。私も幹事としての経験を活かし、次年度地区

スタッフとして頑張っていきたいと思います。 

１年間有難うございました。  

副会長 加藤 義晴君 

 
副会長の職を務めさせていただきましたことに心から

感謝申し上げます。 

振り返ってみましても、とり上げて申し上げることはあ

りません。片平会長の深い知識と教養そして少々長め

の卓超した丁寧な話術、また、波多野幹事の的確・迅

速さ、暮石副幹事の実直さに安堵して副会長席に座っ

ていることができました。あえて付け加えさせていただく

なら、唯一副会長でなければならなかったのは片平家

の御不幸時だけでした。 

会員各位の御理解御協力に重ねて感謝申し上げま

す。一年間ありがとうございました。 

会長 片平 博己君 
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会長挨拶で伝えきれなかったことを改めてこの場を

借りて申し上げます。 

本年度スムーズに運営できたのは、もちろん各担当

者の方々おかげですが、まずは前年度の川崎年度で運

営上の柔軟な対応ができるよう細則、内規を変更いた

だいたこと、とてもよく気が付く事務局員さんを採用いた

だいたことがベースにあります。SAA の近藤さんの気配

りと格調高い進行も例会に心地よい緊張感を漂わせて

いただきました。こういったことは、あたりまえのように進

行していけば忘れてしまいがちになりますが、しっかり

記憶にとどめておくことが大事だと思います。  

次に、本年度詰め切れなかった点についてご報告さ

せていただきます。 

青少年奉仕委員会の大池さんが A 免にて長期欠席

となっています。江南ローターアクトクラブが解散し、当

クラブとして青少年奉仕活動をどういった方向性で進め

ていくか、どのような事業をしていくか相談していたとこ

ろでしたが、残念ながら明確にできず、次年度以降の検

討課題となりました。何よりも、大池さんの早期回復を

お祈りしたいと思います。 

さて、本年度一番お世話になったと言えば、やはり副

会長、幹事、副幹事の方々です。道を踏み間違えたり、

メンバーの皆さんに不快な思いをさせることがほぼなか

ったのはこの方々のおかげです。副会長の加藤さんは、

物事の大筋を明確にし、かつ、普通の人が、気が付か

ないような細部にまで気が付かれる方です。いつも遠慮

がちに言われるのですが、指摘される点についてはもっ

ともで、ぐうの音も出ないことがしばしばでした。この指

摘に相当救われました。感謝申し上げます。波多野幹

事は、私よりずっと年下ですが、先を読みつつ清濁併せ

のみ行動できるところは年下とは思えません。1 年半、

公私にわたってお世話になりました。副幹事の暮石さん

は、年上であるにもかかわらず、細かな雑事も嫌な顔一

つもせず淡々とこなしていただきました。ありがとうござ

いました。 

来週から次年度が始まります。ガバナー年度であり、

創立 55 周年の記念すべき年度です。先日の「地区役

員・会長幹事懇談会」ではガバナーの引継ぎ式も行わ

れました。伊藤ガバナー、南村地区幹事は当然ですが、

江南ロータリークラブ自体にも注目が集まっています。

多くのスタッフが経験不足、知識不足で暗中模索、五里

霧中といったところですが、本年度、一隅を照らした灯

を自らの進む足元を照らして行きながらそれぞれが前

に進んで参りましょう。 

「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。た

だ一燈を頼め」      （佐藤一斉「言志四録」より）  

一年間お世話になりました。ありがとうございました。  

点鐘                    会長  片平 博己君 

 

槌引継ぎ 

 
本日の食事 

 
新入会員歓迎会開催 

６/２４(月)１８時３０よりチャコールダイニング ROASTER 

(ミッドランドスクエア４F)にて開催され、駒田洋平君、婦

人、ご子息、早川一三君、伊藤靖祐君(紹介者)、南村朋

幸君(紹介者)、片平博己会長、加藤義晴副会長、波多

野智章幹事、暮石哲真副幹事の出席により盛会となり

ました。 

 
ガバナー特別賞受賞 

 
（担当 長瀬 晴義） 


