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●斉	 	 唱 
 
	 ロータリーソング「ロータリー讃歌」 
 
●本日のメニュー  
	 季節のお弁当	 とんがり帽子 
 
●本日のお客様  
	 国際ロータリー第２７６０地区	 

	 西三河分区ガバナー補佐	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 神谷正康様	 

	 西三河分区分区幹事	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 小出道治様	 

	 第２７６０地区スタッフ（西三河分区担当）	 石川哲朗様	 

   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 本日は、西三河分区ガバナー補佐の神谷正康様、西三河分区

分区幹事の小出道治様、RI第２７６０地区スタッフの石川哲朗
様をお迎えしての、ガバナー補佐訪問でございます。後ほど色々

とご指導頂きたいと存じます。よろしくお願い致します。 
	 一昨日はお彼岸のお中日で秋分の日という事で、宮中では宮中

祭祀として陛下が祭主となって、歴代の天皇、皇后、皇親の霊を祀る秋季皇霊祭が勤められ

たところであります。私は孫娘と一緒に妙福寺さんでご先祖様にお詣りをして参りました。 
	 暑さ寒さもお彼岸までと言われておりますが、本日も日中の暑さは厳しいものがあります。

とはいえ、確実に秋の気配が強くなっております。皆様はもう新米を食べられたでしょうか。

米屋さんの倉庫には古米がいつに無く大量に残っているとの事です。お米をたくさん食べま

しょう。 
	 伊勢神宮に新米を奉納する神嘗祭は、１０月１７日に行われます。この前後には碧南市内

では秋の祭礼が各地のお宮さんで始まります。稲作の歳時記に合わせた日本の文化にひたっ
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※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

てみたいと思います。	 

	 本日はよろしくお願い致します。	 

 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日の幹事報告は３点ほどございます。	 

・	 今週の例会変更はございません。その他事項は幹事報告書の

ご一読をお願い致します。	 

・	 今週はガバナー補佐訪問です。皆さん、よろしくお願い致し

ます。例会終了後、１０１号室にて各委員長さん、お集り頂

きますようお願い致します。集まり次第、クラブ協議会を開催させて頂きます。	 

・	 １０月２日の例会終了後、第４回の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＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
西三河分区	 ガバナー補佐	 神谷	 正康様	 

	 	 〃	 	 	 分区幹事	 	 	 小出	 道治様	 	 	 	 ニコボックスに寄付して下さいました。	 

〃第２７６０地区スタッフ	 石川	 哲朗様 
長田	 豊治君 ガバナー補佐神谷正康様、分区幹事小出道治様、地区スタッフ石川哲朗様 
岡本	 明弘君 のご来訪を歓迎致します。 
加藤	 良邦君 ①神谷ガバナー補佐、小出分区幹事、石川地区スタッフの来碧 心より歓

迎致します。 
  ②平成２５年秋彼岸法要 お陰様にて無事に終了しました。感謝！ 
石川	 春久君 第６５回秋季市民総合体育大会開会式並びに前夜祭、盛大に開催する事が

出来ました。ありがとうございました。 
角谷	 信二君 県高校野球大会にて高浜高校がベスト８進出です。次選は強豪東邦高校で

す。勝てるかな？ 
清澤	 聡之君 先日、初孫が男の子が誕生しました。西方寺第４０世になると思います。 
	 
	 

	 総会員数 66名 (内出席免除者 9名の内出席者 9名)出席者 62名 

	 出席対象者	 62／66名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 93.94％ 

	 欠席者 4名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 98.41％ 

岡本明弘幹事 



  
 ガ バ ナ ー 補 佐 挨 拶  
 
西尾一色ＲＣ	 神谷正康様	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 どうも皆様こんにちは。９月のはじめに、三河安城ＲＣのガバナー補佐訪問をはじめまし

て、碧南ＲＣでちょうど７クラブ目になります。三河安城ＲＣさんへお伺いしました時は、

一色の大提灯祭りから一週間ほどでございましたので、これを境に涼しくなるのではないか

という話をしました。本日会長さんのお話にもありましたように、お彼岸が終わりまして朝

晩は涼しくなりましたが、日中はまだ真夏日です。夏の疲れが出る頃でございますので、気

をつけて頂きたいと思います。	 

	 私は、今年度西三河分区のガバナー補佐を仰せつかりました、西尾一色ＲＣの神谷正康と

申します。どうぞよろしくお願い致します。	 

	 西尾市と幡豆郡が合併を致しまして、一色クラブとして昨年度５０周年事業を行いました。

ここで名前を変えようかという事で、一色ＲＣを西尾一色ＲＣと名称変更させて頂きました。	 

	 昨年度は加藤ガバナー補佐のもと、素晴らしいＩ.Ｍ.を開催されまして、今年度非常にプ

レッシャーを感じております。それに近づけるようにやりたいと思っておりますので、よろ

しくお願い致します。	 

	 ガバナー補佐の任務と致しまして、本年度国際ロータリーのテーマを皆様方にお伝えする

事がございます。ロンバートン会長は、アメリカのオクラホマ州のノーマンＲＣの元会長さ

んで、弁護士さんでございます。２６年前の国際協議会の時に、ロンバートン氏はガバナー

エレクトとして国際協議会に参加されておりました。その２６年前からポリオ撲滅という壮

大なテーマが始まりました。会長になられたロンバートン氏は、今年がポリオ撲滅の年にな

ればいいなというご挨拶をされてみえます。	 

	 ロンバートン会長の強調事項の一つ目は、会員増強でございます。二つ目は、ロータリー

財団を通じた人道的奉仕の充実です。三つ目は、ロータリーファミリーを通じたネットワー

クの充実でございます。	 

	 今年度から「未来の夢計画」が全世界で始まります。この２７６０地区はパイロット地区

として３年前より始めておりました。ロータリー財団の新時代でございます。この２７６０

地区はパイロット地区として模範地区であり、さらに素晴らしいプロジェクトの展開、公正

な資金管理が求められていると思います。そのために、皆様方に年間寄付額を１００ドルと

言われておりますが、１５０ドルを目標にしたいと思います。ロンバートン会長は、「ロータ

リアンは寄付先として財団を第一に示して下さい。」と話をされています。２７６０地区は模

範的な地区でございます。本当にありがとうございます。	 

	 ２７６０地区の今年度のガバナーは、この西三河分区、西尾ＲＣの田中正規ガバナーでご

神谷正康様 






ざいます。田中正規ガバナーのお父様は、５０年前に一色ＲＣの創設期の特別代表として一

色ＲＣの成長にご尽力を頂きました。碧南ＲＣ様の特別代表は、刈谷の林虎雄様でございま

す。田中正規ガバナーのお父様は非常に真面目な方で、全出席されたみたいです。入院時は、

病院で例会してくれという逸話もあるくらいです。田中正規ガバナーも非常に若いガバナー

です。以前この２７６０地区は６,０００名を超える会員を擁しておりました。現在は５,０

００名を切っている状態でございます。そのため、地区の改革にも非常に熱心に取り組まれ

ております。新会員は原石であります。ロータリーで学び、奉仕活動を実践し磨き上げ、素

晴らしい宝石として輝き、自分と周りの人を幸せにして下さいと言ってみえます。	 

	 この他に３つほどお伝えしたい事がございます。	 

	 まず、３年に一度の規定審議会が昨年開催されました。現在、重要だと思われる点を皆様

方にお伝えしたいと思います。職業分類の中で、仕事をした事のない人、仕事を中断してい

る人も正会員と認めるという意見がございます。新世代が青少年委員会に変更されます。地

区協議会が、クラブリーダーシップ研修セミナーと名称変更になりました。	 

	 次に、名古屋アイリスＲＣが今年度の６月に発足しました。例会場はＡＮＡクラウンプラ

ザホテル、グランドコート名古屋でございます。例会日は水曜日でございます。 
	 後に、１１月１７日にガバナー補佐杯を、葵カントリークラブで開催致します。たくさ

んの申込みを頂きまして、集計したところ１４７名の登録と聞いております。ぜひ碧南ＲＣ

さんもがんばって頂きたいと思います。１１月２３、２４は地区大会でございます。ぜひ大

勢の皆様にご参加頂きたいと思います。 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内  
 
平成２５年１０月９日（水）  
職場例会	 アスカ工業㈱	 １２：３０～	 

※現地集合となりますので、各自で直接お出掛け下さい。	 

	 

平成２５年１０月１５日（火）ガバナー公式訪問	 

衣浦グランドホテル	 １２：３０～１３：３０	 

	 

平成２５年１０月１６日（水）１５日の振替休会	 


