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●斉	 	 唱 
 
ロータリーソング「今日も楽し」   
●本日のメニュー 
 
	 季節のお弁当	 とんがり帽子 

   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 最後の会長挨拶でございます。今までまじめな事を話してお

りましたので、最後はサザエさんが困っている、というお話を

したいと思います。 
	 報道でもありましたが、世田谷区の桜新町商店街にあるサザ

エさんの像に固定資産税がかかる、という事で現在モメておりま

す。作るのに４,０００万円かかったそうです。波平さんの１本
の毛が取られたりしたので話題になっていましたが、今回は固定資産税が年約６０万円かかる

という事で商店街が困っております。各地色んな所に、鬼太郎の像や亀有のこち亀の像がある

わけですが、自治体が管理しているという事で非課税になっております。サザエさん像は商店

街が管理しているため、税金がかかる事になっております。 
	 サザエさんで困っているという事で、メタボリックシンドロームという言葉がありますが、

最近ではサザエさんシンドロームという言葉があるそうです。２つの意味がございます。 
	 一つ目は、一般の家庭として描かれておりますが、実はエリートな家だという事です。マス

オさんは二浪の末早稲田大学を卒業し、一流の海山商事の課長をやっております。２８歳で一

流商社の課長職で相当なエリートです。サザエさんは学歴はよくないのですが、テレビに出て

くる人達は、東大や京大など一流大学を出ている人達ばかりです。ちなみに、波平さんの奥さ

んのフネさんは後妻でございまして、サザエさんは前妻の子で、カツオ君とワカメちゃんはフ

ネさんの子供だそうです。三世代同居、専業主婦という事で、現代では考えられないで妬み、

嫉みの一つです。 

第２６４５回例会 平成２５年６月１９日(水) 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

	 二つ目は、サザエさんの終わりの歌を聞いていますと、１２時間後に仕事が待っているとい

う事で、この二つの要因でサザエさんシンドロームとなっているそうです。 
	 ちなみに、サザエさんの視聴率が上がると東証の株価が下がる、というのが統計的に出てお

ります。うちでサザエさんを見ているという事は、外出しないという事で、景気が悪いという

事だそうです。株を買う場合は、サザエさんの視聴率を参考にして頂けたらと思います。 
	 この一年間、皆様のご協力を賜りまして何とか会長職をやって参りました。心よりお礼申し

上げまして、会長挨拶とさせて頂きます。 
 

	 	 幹 事 報 告  
 
・	 幹事報告は、幹事報告書の通りでございます。	 

・	 例会は、６０分のうちの６０％、つまり３６分はやらないと

例会が成立しません。伸ばせと言われますが、黒田会長のよ

うにお話ができないので難しい部分がございました。	 

・	 １年間やってみると中々エラいものがありまして、欠席が多い

木村が２回しか休みませんでした。１年間、皆様にはご苦労をおかけしましたが、無事に

職務を果たす事ができました。１年間どうもありがとうございました。	 
	  

	  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 １年間ありがとうございました。 
木村	 	 徳雄君 皆さん１年間ご協力ありがとうございました。おかげさまで無事に幹事

職を務める事ができました。特に黒田会長初め理事会メンバーの皆さん

ありがとうございました。 
森田	 	 英治君 ＩＭ実行委員会最終会合が終了しました。ご協力あらためて感謝申し上

げます。ありがとうございました。 
加藤	 	 良邦君 皆様の御協力のお陰でガバナー補佐の任を終る事が出来ました。深く感

謝します。 
加藤	 	 良邦君 ６/１７木村幹事に大変お世話になりました。 
奥谷	 	 弘和君 よいことがたくさんありました。 
石川	 	 春久君 １年間、正調黒田節誠に御苦労様でした。 

	 総会員数 65名 (内出席免除者 10名の内出席者 10名)出席者 59名 

	 出席対象者	 59／64名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 92.19％ 

	 欠席者 6名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

木村徳雄幹事	 



石川	 	 春久君 本年も大変お世話になりありがとうございました。 
平岩	 統一郎君 １年間お世話になりました。 
亀山	 	 裕一君 杉浦栄次さんに１年間お世話になりました。 
角谷	 	 	 修君 
鈴木	 	 泰博君 １年間お世話になりました。来年もよろしくお願いします。	  
永坂	 	 誠司君  
平松	 	 則行君 一度ニコボックスに入れてみたかったです！ 
倉内	 	 	 裕君 一年間有難うございました。 
長田	 	 豊治君 会長エレクトとして１年間有難うございました。次年度は更にお世話に

なります。 
石橋	 	 嘉彦君 本年１年間クラブ奉仕委員長として所属委員会の皆さん及びクラブの

皆さんには御協力いただき心より感謝致します。 
岡本	 	 明弘君 副幹事として一年間ありがとうございました。次年度、よろしくお願い

致します。 
森田	 	 雅也君 間に合わない会計で御迷惑をかけました。１年間ありがとうございまし

た。 
長田	 	 昌昇君 職業分類委員会、１年間ありがとうございました。 
伊藤	 	 正幸君 会員増強委員会御指導ありがとうございました。 
黒田	 	 泰弘君 出席奨励委員会の黒田です。皆様に一年間ご協力頂き、深く感謝申し上

げます。 
清澤	 	 聡之君 プログラム委員長です。みなさんのおかげを持ちまして、１年間無事務

めることができました。角谷修さん、植松敏樹さん、加藤良邦さんお力

添えありがとうございました。 
藤関	 	 孝典君 一年間、ありがとうございました。（親睦活動委員会） 
菅原	 	 	 優君 クラブ会報委員長として１年間お世話になりました。ありがとうござい

ました。 
山中	 	 寛紀君 歴代委員長の中で恐らく一番役立たずの社会奉仕委員長であったこと

と思いますが何とか今年度皆様のお力添えにて終えることが出来まし

た。心より感謝申し上げます。 
池田	 	 弘孝君 ロータリー財団委員会でお世話になりました。皆様からの心温まる寄付

に感謝申し上げます。 
長田	 	 銑司君 米山１年間有難うございました。 
竹中	 	 	 誠君 新世代奉仕委員会に一年間お世話になりました。 
新美	 	 雅浩君 １年間つたない進行にお付き合い頂きありがとうございました。皆様の

おかげで無事ＳＡＡとしての最終例会を迎えることが出来ました。 
杉浦	 	 栄次君 ニコボックス委員会、１年間たいへんお世話になりました。皆様のおか

げで目標金額１２０万円を達成できました。心から御礼申し上げます。 
小笠原	 良治君 何もしなくても何もできなくでも、時はすぎ、人は生長劣化する。時は



命なり！明日の為にももう少しガンバってみようと思います。 
 
 
   
  最 終 例 会  
 
「役員挨拶」	 	 

会長挨拶	 黒田昌司会長	 

	 第２６００回から始まりまして、本日が２６４５回で例会が

４６回ございました。そのうち副会長の倉内さんに３回挨拶を

して頂きました。 
	 私のモットーは、不健康な事をするために健康じゃないとい

けない、というのがモットーでございますが、皆様には健康の

ために健康になって頂きたいと思います。 
	 ロータリークラブの運営に関しては、当初会員増プラス３とい

う目標を立てておりました。亡くなられた方も含め、計６名の方が退会になりました。増えた

方では、理事会を通した方も含め４名でした。差し引きしますと、プラス３ではなくマイナス

２になってしまいました。皆様にお詫びを申し上げたいと思います。 
	 今年に関しては地区の関係で、非常に色んな要請がありました。碧南はモンロー主義だと言

われた事がございます。地区から下りてくる事に対して、あまり賛成をしなかったからです。

東北支援の高校生支援は私が会長になる前から決まっており、やらないといけなかったわけで

すが、よくよく考えてみますとおかしな要請ばかりでした。地区批判というわけではないので

すが、一つはペットボトルの水を送る事です。２５２０地区の人に、年間２本のペットボトル

の水を送ろうという内容でした。ペットボトル２本で１年間過ごせるわけはないです。もう一

つは、浄水器を送る事です。こんな事をやるよりも、２５２０地区に浄水を引けるように働き

かけた方がいいのではないか、と思いました。 
	 また、高校生支援に関しても、２５２０地区の３０名だけの高校生に月に３万円ずつ送る、

という内容のものです。奨学金にしようという事で皆様にご協力頂いたわけですが、２７６０

地区だけではなく、全国的に展開すれば３０名だけでなく、もっと多くの高校生を救えるので

はないかと考えます。 
	 これらも含めまして、今年は非常におかしな動きをしているのではないかと思います。 
	 ロータリーを楽しもうという事で、色々な企画をさせて頂きましたが、色んなご意見はある

と思います。自己満足かもしれませんが、幹事さんを含めた理事・役員の方々も満足して頂け

たのではないかと思っております。 
	 個人的な意見を話させて頂きましたが、地区があるから各クラブがあるのか、各クラブがあ

るから地区があるのか、もう一度地区と各クラブの在り方を考える必要があるのではないかと

思います。 
	 この一年、皆様方のご協力賜りまして、心よりお礼申し上げたいと思います。以上で役員の

挨拶とさせて頂きます。 

黒田昌司会長 



副会長挨拶	 倉内裕副会長	 

	 この間、副会長をやる事になり、いつの間にか終わってしま

いました。会長、幹事は一生懸命やられておったわけですが、

私はついて回っておりました。賛成、意義無し、あなたの言う

通りでございます、で終わってしまった気がします。私のやっ

た事は悪しき例ばかりでしたので、次の方が正してくれるもの

と信じております。 
	 先ほど、ニコボックスで小笠原さんがやれる時はがんばる、と言っておりましたが、彼とは

同級生ですので尻を叩かれている気がしました。誠に熱いものを感じます。 
	 やっと一年が終わったと思いましたら、来年は増強をやれと言われましたので、はい、と答

えてしまいました。私はこわもてですので、他の人に同行して頂き、がんばって会員を増やし

ていきたいと思います。 
	 一年間、どうもありがとうございました。 
 
幹事挨拶	 木村徳雄幹事 
	 幹事という役をさせて頂きましてありがとうございました。

６月はまだやる事がございますが、無事に終えられそうです。 
	 この一年は原稿も書かず、行き当たりばったりで話しており

ました。いつも黒田会長を見て、すごいなぁと思っておりまし

た。休まれる会員の中でメーキャップされていない方がいたら、

幹事が連絡をして１００％例会を達成するんだよ、と崇拝する先

輩から言われました。毎回１００％例会を目指してほしいとも言われました。結局全て１０

０％例会はできなかったのですが、次年度はぜひ達成して頂きたいと思います。 
	 ロータリーに入って１８年目になりますが、色んな方とここで出会って、それがとても大事

だと感じております。今年は会員を増やす事は考えておりましたが、減る事は考えていなかっ

たので、最後の方ではバタバタしていましたが、もっと一年を通してしっかりやればよかった

と思っております。 
	 ロータリークラブとは何ぞや、という事を自覚した一年でございました。黒田会長には選ん

で頂いて感謝しております。一年間、ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内  
  

平成２５年７月１０日（水） 
午後５時３０分～	 碧南商工会議所にて  
インフォーマルミーティング	 クラブ協議会  
決算報告・予算の審議  

倉内裕副会長 

木村徳雄幹事 


