
2012-2013 年度	 国際ロータリーのテーマ	 

黒田昌司会長 

	 	 	  
	 	 
	 
	 
	 
	 

●会長  黒田  昌司	 
●幹事  木村  徳雄  
●会場監督(SAA) 新美  雅浩  
■例会日	 	 毎週水曜日	 12:30	 	 ■例会場	 	 碧南商工会議所ホール	 

■事務局	 	 碧南商工会議所内	 	 	 〒447-8501	 愛知県碧南市源氏神明町 90	 
TEL<0566>41-1100	 	 FAX<0566>48-1100	 
ホームページ：http://www.hekinan-rc.jp	 
E-mail:info@hekinan-rc.jp	 

■会報委員	 菅原優・鈴木泰博・服部弘史・大竹密貴	 

 
●斉	 	 唱 
 
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 
 
●本日のメニュー  
	 和風弁当	 大正館 
●本日のお客様 
 
体験例会	 ㈱一心舎 代表取締役	 岡本彰人様   
	 	 会 長 挨 拶  
 
本日は、奉仕についてお話をしたいと思います。 
最近、献血者が非常に減少してきている、という記事がござい

ました。２０１１年、５２５万人の方が献血に来られたそうです

が、１０代、２０代の減少が非常に激しいという特徴があります。

男子の場合ですが、１６歳から１９歳までが約２９万人が献血に来

られましたが、対前年度比１万人減で、２０歳から２９歳までが約

１００万人で、対前年度比６万人減で、合計で対前年度比７万人減という記事がございました。

ところが１０年前と比較しますと、１０代、２０代の献血者の減少が９３万人で、率だと４２％

でした。この状態はいかがかなと思います。 
	 ちなみに私は１４６回献血に行っておりまして、献血のいいところを説明しますと、献血が

終わりますと、お菓子や飲み物が食べ放題、飲み放題です。また、予約して行きますと、５回

に１回、洗剤などをもらえます。女性の方が長生きですが一つの要因として、毎月血が流れて

おり、きれいな血を生み出しているので、長生きなのではないかと言われております。男性の

場合は献血をして血を作る機能が増えれば、長生きできるのではないかと思います。 
	 これから血が足りなくなるという状況ですので、積極的に行って頂けたらと思います。 

第２６２０回例会 平成２４年１２月５日(水) 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

	 	 幹 事 報 告  
 
・	 本日、大正館さんからお歳暮を頂いております。一人ずつ頂き

まして、ありがとうございました。 
・	 例会変更等は、幹事報告書の通りでございます。 
・	 例会終了後、第６回の理事会を２０１号室にて開催致しますの

で、よろしくお願い致します。 
 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
＜ニコボックス委員会＞ 
黒田	 昌司君 本日、中部経済新聞に碧南ＲＣの紹介記事が載りました。あわせて恥ずかし

ながら私の写真も。本日の総会で、次年度役員が決定予定です。あと任期半

分頑張ります。 
小笠原良治君 先日は、キリンが大変お世話になりました。ありがとうございました！友達

のペンギンもよろしく！ちなみにペンギンですから、シーフード味です。 
木村	 徳雄君 本日の総会で、次年度役員が決定予定です。あと任期半分頑張ります。 
伊藤	 正幸君 本日、体験例会 岡本彰人さん、よろしくお願い致します。 
平松	 	 太君 先日、学生時代の友人と夫婦の食事会をやりました。とっても楽しく昔話に

花が咲き、自分の嫁が一番だとさらに強く思いました。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 １日	 新美	 惣英君	 	 	 ２日	 角谷	 信二君	 	 １５日	 杉浦	 健次君	 

２１日	 大竹	 密貴君	 	 ２９日	 服部	 弘史君	 

	 

奥様誕生日	 

	 ２日	 林	 	 俊行君の奥様	 としめ様	 	 	 ３日	 鈴木	 敏弘君の奥様	 	 玲子様	 

	 ７日	 鈴木	 健三君の奥様	 美津子様	 	 	 ８日	 平岩	 辰之君の奥様	 	 範江様	 

	 ８日	 粟津	 康之君の奥様	 	 尚子様	 	 １９日	 榊原	 	 健君の奥様	 	 陽子様	 

２１日	 伊出俊一郎君の奥様	 	 直子様	 

	 

	 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 13名の内出席者 7名)出席者 50名 

	 出席対象者	 50／63名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 79.37％ 

	 欠席者 19名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

木村徳雄幹事 



長田豊治次年度会長 

結婚記念日	 

	 ７日	 奥谷	 弘和君・由紀子様	 ４３年	 １１日	 森田	 雅也君・千恵子様	 ２４年	 

１２日	 小笠原良治君・恵子様	 	 ３８年	 １４日	 山田	 純嗣君・茅子様	 	 ５７年	 

１５日	 木村	 徳雄君・小百合様	 ２１年	 １６日	 菅原	 	 優君・恵子様	 	 ３４年	 

２１日	 新美	 	 孝君・信子様	 	 ５５年	 

	 

入会記念日	 

	 １日	 犬塚	 敦統君	 	 ２日	 伊藤	 正幸君	 １５日	 新美	 	 孝君	 

２０日	 池田	 弘孝君	   
	 	 年 次 総 会  
 
	 クラブ細則第４条第１節により会長が議長を務め、年次総会の

開会を宣言する。 
	 木村幹事より定足数が会員総数６９名中出席者５０名で会員総

数の３分の１以上の出席があり、総会が有効に成立する旨を報告さ

れた。議長より経過説明として指名委員会の設置、指名委員が決定

された。 
	 池田弘孝指名委員長より次年度役員・理事の発表があり満場一致で承認される。 
	 次年度役員・理事により理事会が開催され、担当委員会の委員長を選任し、長田豊治次年度

会長より下記の通り発表された。 
 
会長 長田	 豊治 
直前会長 黒田	 昌司 
会長エレクト 石橋	 嘉彦 
副会長 榊原	 	 健 
幹事 岡本	 明弘 
副幹事 伊藤	 正幸 
会計 森田	 雅也 
会場監督（ＳＡＡ） 角谷	 信二 
クラブ奉仕委員長 山中	 寛紀 
職業奉仕委員長 新美	 惣英 
社会奉仕委員長 鈴木	 健三 
国際奉仕委員長 鈴木	 並生 
新世代奉仕委員長 長田	 和徳 
ロータリー財団委員長 奥田	 雪雄 
 
 
 次回例会案内	 平成 24 年 12 月 19 日（水）  

クラブフォーラム「I．M 実行委員会説明」  
I．M 実行委員会  


