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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	 小伴天   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 本年度最後の例会となりました。国際ロ一タリーRI から、い

ろいろと変更の連絡のあった年でありました。	 

	 「ロータリーの綱領」が「ロータリーの目的」に翻訳語が変

わりました。「ロータリーの職業宣言」が	 「ロータリーの行動規

範」と名称ともども内容が整理され大きく変わってしまいました。

３年毎にある規定審議会で定款が変わり、細則、各規定も変更いたしました。	 

	 細かいことですが、「ロ一タリー・クラブ」の中黒が取れて「ロ一タリークラブ」で統一さ

れました。ロ一タリーマークのあの歯車も細かい規格が有るのですが、単色でのロゴマーク

に変更されております。	 

	 事務局は新年度の準備で大変忙しい時季ですが、変更事項が多いので大変かと思います。	 

いろいろ変わっても、我が碧南クラブではロ一タリーの DNA はぶれないで不変であると信じ

ております。有難うございました。	 

	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本年度最終の幹事報告をさせて頂きます。	 

・	 臨時理事会報告、例会変更等は幹事報告書の通りでございま

すので、よろしくお願い致します。 
・	 本日は最終例会になりますので、メールボックス内の書類は

第２６９２回例会 平成２６年６月１８日(水) 

岡本明弘幹事 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

全てお持ち帰り頂きますよう、お願い致します。 
	 １年間、堅い幹事報告で大変申し訳なかったと思っております。次年度の伊藤幹事さんは、	 

アドリブのきいた事を言って頂けるのではないかと思っております。 
本当に１年間ありがとうございました。最終の幹事報告とさせて頂きます。 

 

 	 副 幹 事 報 告  
 
	 次年度幹事の伊藤でございます。	 

・	 本日、メールボックスに例会変更等のお知らせを入れさせて

頂きました。ご予定をご確認頂きますようお願い致します。 
・	 先ほど会長からもありましたが、ロータリー記章を左上にさ

せて頂きますので、よろしくお願い致します。 
・	 次年度理事会を、７月２日の例会終了後に開催させて頂きます。前年決算、本年予算承認

という事で大変重要な会議でございますので、ぜひ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＞ 
長田	 豊治君 第５５代会長の務めが終わります。１年間皆様のご協力に感謝致します。

楽しい１年だったと自分に言いきかせております。ありがとうございまし

た。 
岡本	 明弘君 一年間ありがとうございました。お陰様で無事に幹事を務める事ができま

した。会員の皆様には一年間本当にありがとうございました。 
  ６月の遠征ゴルフでは、ゴルフ部会の皆様には大変お世話になりました。

ありがとうございました。 
加藤	 良邦君 今年度委員長有難う御座いました。 
中根	 佑治君 米山奨学委員長として１年間皆様のご協力に感謝いたします。 
植松	 敏樹君 皆様の浄財で成り立っています、日本赤十字社愛知県支部の名古屋第１、

第２赤十字病院・血液センターなどのすべての施設の監査が終わりました。

ありがとうございました。 
平岩統一郎君 会員選考委員長を努めさせて頂きました。有難うございました。 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 9名の内出席者 6名)出席者 52名 

	 出席対象者	 52／65名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 81.25％ 

	 欠席者 17名(病欠者 2名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

伊藤正幸副幹事 



石橋	 嘉彦君 一年間、長田会長のもとで勉強させていただき、ありがとうございました。

長田会長には大変御苦労様でした。 
木村	 徳雄君 ロータリーゴルフ遠征ｉｎ琵琶湖カントリー、３位のところ繰り上げ優勝

させて頂きました。ありがとうございました。 
伊藤	 正幸君 副幹事を務めさせて頂きました。御指導ありがとうございました。 
角谷	 信二君 一年間ありがとうございました。会場監督皆出席で、できました。 
山中	 寛紀君 ①先週（水）、地区の研修会にて受けた講義、なかなか意義深いもので実

のある研修でした。 
  ②この１年間、クラブ奉仕委員長として大変お世話になり心より御礼申し

上げます。 
森田	 雅也君 力不足でしたが、１年間ありがとうございました。 
榊原	 	 健君 １年間煙の様な存在でしたが、月日がたってくれました。皆様にあまり迷

惑をおかけしなかっただけの存在でした。ありがとうございました。 
角谷	 	 修君 一年間、卓話で皆様にお世話になり、ありがとうございました。プログラ

ム委員長 
角谷	 	 修君 ゴルフ部会、無事遠征も終わり、皆様のおかげを持ちまして、一年間終え 
鈴木	 泰博君 ることができました。ありがとうございました。 
岡本	 彰人君 
永坂	 誠司君 一年間大変お世話になりました。親睦活動委員会 
杉浦	 保子君 出席奨励委員会です。一年ご協力ありがとうございました。 
鈴木	 泰博君 クラブ会報委員長の鈴木です。みなさまの御協力で週報ならびに記念誌の

発行ができました。一年間ありがとうございました。 
伊出俊一郎君 今月で退会させて頂きます。２年間本当にありがとうございました。 
   
 最 終 例 会  
 
「役員挨拶」  
会長挨拶	 長田豊治会長	 

	 １年間有難うございました。５５周年事業も本日、周年誌を

皆さまのお手元にお届けが出来て、最後の仕事が何とか間に合

いまして完了致しました。 
	 １年間、各委員会の皆様のご尽力で無事に過ごさせて頂きま

した。職場例会、クリスマス家族会、慰霊祭、鷲塚小への植樹、

そして記念例会など数々裏で動いて頂きました。 
	 記念例会のスライドショーで写真が中々出てこず、苦労して頂きました。 
	 この１年間、「ロ一タリーを楽しもう」というスローガンで皆さまのご支援で進めてこれま

した。楽しもうという事で一番楽しんだのは、私でございました。とても大事な１年を過ご

させて頂きました。 

長田豊治会長 
 



	 御礼を申し上げまして、挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 
 
	 

副会長挨拶	 榊原健副会長	 

	 今年１年副会長をさせて頂きましたが、何故か一度しか卓話

に出ておりません。新しい歴史を作った副会長で、全く煙のよ

うな存在だったのかなと思います。長田会長が同級生という事

で気兼ねがあったのか、あいつには任せておけん、という事か

もしれません。 
	 本当に会長、幹事のお二人と、各委員長さんには大変お世話に

なりました。私自身がやった事を考えておりますと、５５周年の時の懇親会の席で２フレー

ズ歌っただけです。それしか思い出がございません。 
	 次年度の人はきちっとお話されるかと思います。本当に１年間ありがとうございました。 
	 ここからはサッカーのお話をさせて頂きます。 
	 日本はコートジボワールに私の予想通り負けてしまいました。なぜか日本のサッカー評論

家は、日本は一次リーグを突破できると言っております。日本はヨーロッパスタイルのサッ

カーには強いのですが、アフリカや南米には全く手が出ません。ザンビアに勝ったのはまぐ

れです。本戦と親善試合ではやる気度が違います。しかし、ギリシャにはうまくやれば勝て

ます。コロンビアはコートジボワールには勝つでしょうから、日本戦は休むために力を抜い

てきます。ひょっとしたら勝てるかもしれませんが、これはすごく甘い考え方だと思います。

おそらく残念だと思います。今回は突破できないかもしれませんが、これからもっともっと

強いチームになるよう応援して下さい。 
	 確かに今の日本は今までの日本代表の中で一番強いチームだと思います。本田抜きの方が

日本は良い試合をしています。本田がいるとどうしても頼ってしまうので、私が監督ならば

第２戦は本田をはずします。日本がもし一次リーグを突破すれば、７月２日のニコボックス

にたくさん納めたいと思いますので、ぜひ勝って頂きたいと思います。 
	 本当に１年間ありがとうございました。 
 
 
幹事挨拶	 岡本明弘幹事	 

	 想いをこめて幹事の立場でお話をさせて頂きますので、よろ

しくお願い致します。 
	 長田会長様、役員理事の皆様、委員会の皆様、１年間大変お

世話になりました。ご支援頂いたおかげで何とか幹事と務める

事が出来ました。本当にありがとうございました。 
	 実は先ほど例会が始まる前に、次年度の伊藤幹事さんと事務引

継を行いました。USB メモリーを渡しただけですが。渡せてさわやかな気分でございます。
次年度に少しでもデータがお役に立てればなと思います。 

榊原健副会長 
 

岡本明弘幹事 
 



	 長田会長が年度の方針で、「ロータリーを楽しもう」という事をおっしゃられました。ロー

タリーをもっと調べてからご報告すればよかったなと、少し反省しております。 
	 今年度の最大の行事としまして、５５周年の記念事業がございました。また会員増強もあ

りました。各委員長さんや会員の皆様、事務局にもお世話になりました。会員増強に関しま

しても、前年度の黒田年度に種をまいて頂いて、我々がそれを収穫したという事でございま

す。おかげ様で予定通りの人数が入会されました。これは本当によかったと思います。 
	 最も皆様にお世話になったのが、５５周年記念例会です。先ほど会長からもお話がござい

ましたが、最初に工夫してほしいと言われました。困ったなと思いました。担当の委員会の

方に相談し、知恵を出して頂いて、体を使って頂いて、何とか手作りの記念例会が出来たの

ではないかと思います。担当の委員長さんには、業者にお願いすればよかったのですが、手

作りで汗をかいて頂いて、本当にありがとうございました。 
	 最後に、長田会長に幹事に指名して頂きまして、色々とご指導頂きまして本当にありがと

うございました。少しロータリーの事が分かったかな、とそんな気が致します。そして、会

の皆様には本当にご支援頂きまして、１年間出来たのは皆様のおかげでございます。 
	 本当に１年間ありがとうございました。これで挨拶とさせて頂きます。 
 
 
 
 
 

次回例会案内  
 
平成２６年７月９日（水）  
クラブ協議会「決算報告・予算の審議」	 


