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第２６４６回例会 平成２５年７月３日(水) 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

長田豊治会長 

  
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 本年度会長を務めさせて頂く事になりました長田豊治です。 
	 前年でございますが、黒田会長並びに役員の方々、ご苦労様

でした。IMの成功を、という大きなテーマで１年間取り組んで
こられました。大盛会でございました。無事に５４年度を運営さ

れました事に感謝を申し上げます。 
	 今年度は、榊原副会長さん、岡本幹事さんと共にこの５５周年度をお世話させて頂きます

ので、よろしくお願い致します。また、本日入会頂いた会員の方には、早く馴染んで頂いて、

奉仕の精神でご活動頂きますよう、お願い致します。 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 今年度、幹事を務めさせて頂きます、岡本です。１年間よろ

しくお願い致します。	 

・	 例会変更等は幹事報告書の通りでございます。	 

・	 碧南ロータリークラブのホームページを更新しました。会員

ページのパスワードが変更になっております。本日口頭で申

し上げますので、よろしくお願い致します。	 

・	 メールボックスにピンク色の事業計画書が入っております。スケジュールの方をよろしく

お願い致します。	 

・	 来週７月１０日は、インフォーマルミーティングです。場所は碧南商工会議所で、１７時

半開始です。	 

・	 ７月１７日からは、クラブフォーラムで今年度委員長の方針を発表させて頂きます。スケ

ジュール表がございますが、ご都合が悪い方は事務局または幹事までお願い致します。	 

・	 ７月３１日の、新入会員オリエンテーションの案内がございます。新入会員の方、推薦者

の方、ご関係者はご出席頂きますよう、お願い致します。	 

・	 事務局の担当者が代わりましたので、お願い致します。	 

・	 本日例会終了後、２０１号室で第１回理事会を開催致します。役員・理事の方はお集り頂

きますよう、お願い致します。	 
 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 

	 総会員数 66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％ 

岡本明弘幹事 



 
＜ニコボックス委員会＞ 
長田	 豊治君 本日より第５５代会長職を務めさせて頂きます。皆様のご指導ご鞭撻のほ

どよろしくお願い申し上げます。 
榊原	 	 健君 これから１年間長田会長のジャマにならないよう気をつけてやります。よ

ろしくお願いいたします。 
岡本	 明弘君 本年度幹事を務めさせて頂きます。一年間、よろしくお願い致します。 
伊藤	 正幸君 副幹事を務めさせていただきます。よろしくお願い致します。 
山中	 寛三君 悲しいことがありました。 
加藤	 良邦君 長田会長	 岡本幹事新しき門出を心より祝い申し上げます。 
  去る６/２８交通観音像安全祈願祭には鈴木並生会長並びに役員の皆様に

大変お世話になりました。 
  本年職業分類委員長をつとめさせて頂きます。 
鈴木	 並生君 ６月２８日交通安全観音像第３８回建立式典が盛大に開催されました。加

藤良邦様に大変お世話になりました。 
杉浦	 勝典君 岡本耕也君を紹介します。 
黒田	 昌司君 昨年は大変お世話になりました。本年もよろしくお願い致します。 
竹中	 	 誠君 ６月２５日碧南市民憲章推進協議会総会・表彰式・講演会無事に終わりま

した。皆様に感謝しています。 
角谷	 	 修君  
鈴木	 泰博君 ゴルフ部会幹事として一年間お世話になります。よろしくお願い致します。 
岡本	 彰人君  
杉浦	 栄次君 葵カントリークラブの月例・Ｃクラスで優勝しました。Ｂクラスに昇格で

きそうです。 
渡辺	 	 	 君 理財部会研修会で森田先生に大変お世話になりました。本当にありがとう

ございました。 
中根	 佑治君 今年度米山奨学委員長をつとめさせて頂きます。よろしくお願いします。 
鈴木	 並生君 国際奉仕委員長になります。１年間よろしくお願いします。 
石橋	 嘉彦君 会長エレクトとして一年間よろしくお願いします。 
奥田	 雪雄君 ロータリー財団委員長としてお世話になります。よろしくお願いします。 
新美	 惣英君 職業奉仕委員長でお世話になります。一年間よろしくお願いします。 
角谷	 信二君 一年間よろしくお願いします。 
角谷	 	 修君 プログラム委員会一年間お世話になります。よろしくお願いいたします。 
永坂	 誠司君 一年間宜しくお願いします。（親睦活動委員会委員長）	  
杉浦	 保子君 出席奨励委員会です。一年よろしくお願いいたします。 
鈴木	 泰博君 本年度クラブ会報委員長を務めさせていただきます。一年間よろしくお願

いいたします。 
奥津	 順司君 奉仕委員会２年間楽しくすごさせて頂きました。ありがとうございます。 



西脇	 博正君 ニコボックス委員長として１年間お世話になります。よろしくお願いしま

す。 
森田	 雅也君 会計を１年間やらせていただきます。よろしくお願いします。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
１２日	 新美	 	 孝君	 	 １５日	 木村	 徳雄君	 	 １８日	 斉藤	 収男君	 

３０日	 奥津	 順司君	 

	 

奥様誕生日	 

	 ５日	 黒田	 泰弘君の奥様	 真美子様	 	 １１日	 植松	 敏樹君の奥様	 	 圭子様	 

２０日	 角谷	 信二君の奥様	 	 晴美様	 	 ２２日	 永坂	 誠司君の奥様	 	 るみ様	 

２３日	 清澤	 聡之君の奥様	 	 トキ様	 

	 

入会記念日	 

	 １日	 長田	 銑司君、倉内	 	 裕君、新美	 真司君	 

	 ２日	 岡本	 明弘君	 

	 ３日	 木村	 徳雄君、角谷	 信二君、清澤	 聡之君、竹中	 	 誠君、岡本	 耕也君、	 

	 	 	 	 苅谷	 賢治君、斉藤	 収男君	 

	 ４日	 伊出俊一郎君	 

	 ５日	 杉浦	 勝典君、長田	 豊治君、石橋	 嘉彦君、新美	 宗和君、新美	 惣英君、	 

	 	 	 	 鶴田	 光久君、角谷	 	 修君、黒田	 泰弘君	 

	 ６日	 森田	 英治君、小笠原良治君、榊原	 	 健君、鈴木	 泰博君	 

	 ７日	 加藤丈太郎君、亀山	 裕一君、平岩	 辰之君	 

２３日	 西脇	 博正君	 

	   
 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
○長田豊治会長	 

	 創立５５周年という節目の年を、会長として重責を担う事と

なり、当クラブの伝統の重さを痛感しつつ、誠心誠意の努力を

する所存であります。会員諸兄の益々のご指導、ご厚情を賜りま

すようお願い申し上げます。 
	 本年度 RI会長ロンＤ・バートン 氏は、「ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES」「ロータ
リーを実践し みんなに豊かな人生を」をテーマに掲げております。ロータリーを実践し、と
はベストの奉仕で、豊かな人生を、は最大の利益を、という事だそうです。協調事項には次

の三項目を掲げられました。 
１．会員増強の推進  
２．ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実  
３．ロータリー・ファミリーを通じたネットワークの強化  
	 このテーマを受け、国際ロータリー第 2760地区ガバナー田中正規氏は地区のキャッチフレ

長田豊治会長 



ーズ「～磨いて	 輝こう～」、重点項目として「会員の意識向上、クラブのパワーアップ、地

区の改革、会員増強」を掲げられました。 
	 ロータリー活動の原点は毎週の例会です。「今日という日は再びなく、今日の私は、明日の

私では無い」一期一会の心を持って、一回一回の例会を大切に重ねて行きたいと思います。

そして、ロータリーを楽しんで頂きたいと思います。そのためには、ロータリー情報を通し

てロータリーをより知って、奉仕活動を実践してロータリーを好きになりましょう。さらに

ロータリーを楽しみましょう。 
	 創立当時の思い温め、５５周年を充実して確かな１年を噛みしめて、碧南ロータリーの会

員で良かったと思って頂けるように頑張りたいと思います。 
	 皆さまのご指導、ご協力をお願い申し上げます。 
 
○2013〜2014年度	 国際ロータリーのテーマ 
	 ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 
	 ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 
	 協調事項	 	 １．会員増強の推進 
	 	 	 	 	 	 	 ２．ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実 
	 	 	 	 	 	 	 ３．ロータリー・ファミリーを通じたネットワークの強化 
 
	 国際ロータリー第 2760地区ガバナー方針 
	 	 ～磨いて	 輝こう～ 
 
	 重要事項	 	 会員の意識向上 
	 	 	 	 	 	 	 クラブのパワーアップ 
	 	 	 	 	 	 	 地区の改革 
	 	 	 	 	 	 	 会員増強 
 
碧南クラブ方針	 	 ・55周年をロータリーファミリーで祝おう 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・充実した例会でロータリーを楽しもう 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・各奉仕活動を通してクラブの魅力向上 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・会員増強と退会防止 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・ガバナー方針の実践   
	 

○榊原健副会長  
	 この度、副会長をやらせて頂きます榊原でございます。	 

	 ロータリー歴が短い私がこの職をやらせて頂くのは、長田新

会長が引き取らないと後の人では扱えないだろう、という事だ

と思います。新会長とは同年で、厄年も一緒にやって参りまし

た。どうしてもタメ口と使ってしまいますが、第三者がみえる

時にはちゃんとした言葉遣いにしたいと思っております。	 

	 新しい副会長職を作るつもりで１年間がんばっていきますので、どうぞよろしくお願い致

します。	 

榊原健副会長 



	 

○岡本明弘幹事	 

	 伝統の碧南ロータリークラブの幹事という事で、大変身が引

き締まる思いでございます。会の皆様のご支援とご協力のもと、

がんばっていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。	 

	 幹事は、効果的なクラブ運営を支えるのが役割だそうです。

まだ意味を理解できておりませんので、先輩の方々にご指導を

頂きながらやっていきたいと思います。	 

	 長田会長が、ロータリー情報を通してロータリーをよく知ろう、そしてロータリーを好き

になろう、と言われておりますので、私の役目としては情報を早く、正確にクラブにお伝え

する事じゃないかと思います。その情報を活かして、クラブを活性化していきたいと思って

おります。	 

	 今年度は５５周年という事もございまして、歴代会長から「工夫してほしい」と宿題を頂

いておりますので、頭を悩ましながらそのような状況を作っていきたいと思います。	 

	 長田会長と私は生まれた日が近く、会長が９月１２日で私が１３日でございます。これも

ご縁かなと思いますので、近い関係で会長、幹事をやっていきたいと思いますので、皆様１

年間よろしくお願い致します。	 

	 

 
 

次回例会案内  
 
平成２５年７月１７日（水）  
クラブフォーラム「各委員長方針説明」  

岡本明弘幹事 


