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国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 
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●本日のメニュー  
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第２６９３回例会 平成２６年７月２日(水) 



石橋嘉彦会長 

 
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 ２０１４〜２０１５年度、碧南ロータリークラブ第５６代会

長という大役を仰せつかり、身の引き締まる思いで今ここにお

ります。浅学非才な私ですが、碧南ロータリークラブの伝統に

恥じないよう、精一杯努めさせて頂きますので、役員、理事、

委員長様はじめ、会員の皆様方の格別のご指導、ご協力をお願い

申し上げます。	 

	 また、本日入会された渡部さんには心より歓迎致します。ポールハリスは「地域社会に溶

け込む一番の早道はロータリークラブに入会することだ」と言われています。碧南ロータリ

ークラブに早く馴染んで頂きますようお願いします。	 

	 昨年、碧南ロータリークラブ創立５５周年の事業を鮮やかにこなされ、尚かつ２０１３年

規定審議会により採択された定款細則に基づき、碧南ロータリークラブの定款細則諸規定の

変更手続きを完了して頂き、新しい規定で新年度の活動をスタート出来る事に感謝申し上げ

ます。長田直前会長には大変ご苦労様でした。	 

	 １９０５年２月２３日にポールハリスがシカゴにロータリークラブを発足させて２０１５

年で１１０年になります。この間、ロータリークラブでは地球の隅々にまで拡大し、世界に

求められる幅広い奉仕活動を展開してきました。碧南ロータリークラブの５６年目からの新

たな歴史を作るために、本年度よろしくお願い致しまして会長挨拶とさせて頂きます。	 

	 	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 今年度幹事を務めさせて頂きます、伊藤です。一年間よろし

くお願い致します。本日は６点ほどご報告させて頂きます。	 

・	 例会変更などは幹事報告書の通りでございます。	 

・	 前期分会費、納入書がございます。７月３１日までにお振込

下さいますよう、よろしくお願い致します。	 

・	 碧南ロータリークラブのホームページを更新致しました。会員ページのパスワードが変更

になっておりますので、ご確認下さい。	 

・	 メールボックスにレモン色の事業計画表が入っております。既に例会変更のお知らせを配

布しておりますが、スケジュールのご確認をよろしくお願い致します。	 

・	 再来週でございますが、７月１６日はガバナー補佐訪問、７月２３日はガバナー公式訪問

となっております。メールボックスにて、ガバナー公式訪問、インフォーマルミーティン

グの出席のご案内を配布させて頂きました。出欠席につきまして、１７日までに事務局ま

でご回申下さい。	 

・	 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。来週の例会につきまして、例年ですと夜間例会でございま

すが、来週は通常例会になりますので、お間違いのないよう、お願い申し上げます。	 

	 

伊藤正幸幹事 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
石橋	 嘉彦君 本年第５６代会長として務めさせて頂きます。皆様のご指導ご協力をお願

い申し上げます。 
伊藤	 正幸君 １年間よろしくお願い申し上げます。 
長田	 昌昇君 社長を交代しました。３２年間倒産せずにすみました。 
加藤	 良邦君 ６月３０日例年の行事、交通観音様無事故祈願祭厳修させて頂き、皆様に

大変お世話になりました。去る６月２３日、鈴木並生会長並びに事務局の

方々、暑い中、観音様地域清掃大変ご苦労様でした。 
  我が友、奥田雪雄先生、元気に出席されました事、大変な喜びです。 
中根	 佑治君 会員選考委員長として今年一年間頑張ります。 
鈴木	 並生君 先日、交通安全観音様の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 職業分類委員長になりました。よろしくお願いします。 
石川	 春久君 ６月１９日、次男が大変お世話になり、誠にありがとうございました。 
  ロータリー財団委員会よろしくお願いします。 
長田	 豊治君 直前会長の一年間お世話になります。よろしくお願いします。 
奥田	 雪雄君 ジゴクのフチから、しぶとく帰ってきました。多くの方に心配をかけまし

た。また、よろしくお願いします。 
新美	 惣英君 石川春久さんご子息の鋼勇君のホールインワンコンペにて４２インチテ

レビを頂きました。ちなみに伊藤正幸さんも、ひとまわり小さなテレビを

もらわれたそうです。 
清澤	 聡之君 ＳＡＡ清澤です。一年間よろしくお願い致します。 
平松	 	 太君 副会長の大役をいただき頑張ります。石橋会長、伊藤先生、若人私を引っ

張って下さい。苅谷さん、腹を白くなる薬を飲んで下さい。渡部さん、放

射能出さないで下さい。 
山中	 寛紀君 本年度、エレクトとして大変な戸惑いの中で、もがいて行きます。皆々様

のご支援、心よりお願いします。宜しくお願い致します。 
森田	 雅也君 会計を一年間よろしくお願い申し上げます。 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 9名の内出席者 8名)出席者 57名 

	 出席対象者	 57／66名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 86.36％ 

	 欠席者 12名(病欠者 2名) 	 	 前々回修正出席率	 96.92％ 



新美	 雅浩君 副幹事として一年間、伊藤幹事のきめ細やかな動きを勉強させて頂きます

ので、宜しくご指導願います。 
榊原	 	 健君 一年間宜しくお願いします。 
粟津	 康之君 一年間社会奉仕委員長としてお世話になります。ご指導の程、よろしくお

願い致します。 
黒田	 泰弘君 本年度、プログラム委員長をさせて頂きます。皆様にはお世話になります

が、よろしくお願い致します。 
藤関	 孝典君 ６月２１日、葵カントリークラブよりハンディキャップが１０から９に変

更通知がきました。とうとうシングルになりました。これからもよろしく

お願いします。 
菅原	 	 優君 職業奉仕委員長を努めさせていただきます。一年間よろしくお願い致しま

す。 
服部	 弘史君 本年度、親睦活動委員長を務めさせて頂きます。よろしくお願い致します。 
大竹	 密貴君 本年度、ニコボックス委員会の委員長を務めさせて頂きます。一年間どう

ぞよろしくお願い致します。 
鈴木きよみ君 本年度、出席奨励委員長を務めさせて頂きます。よろしくお願い致します。 
鈴木	 泰博君 
岡本	 彰人君 ゴルフ部会、本年度一年間宜しくお願いします。 
岡本	 耕也君 
杉浦	 秀延君 ６月２７日付、文化庁より大濱熊野大神社神楽部が、伝統文化親子教室事

業に採択され、お国より補助金を交付されることが決まりました。大変名

誉なことで、より精進致す所存でございます。 
 
＜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、渡部	 哲也君	 

	 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	 

	 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、平岩	 辰之君	 

２３日	 西脇	 博正君	 

 
 
 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
○石橋嘉彦会長	 

	 ２０１４〜２０１５年度 RI 会長ゲイリーC.K ホァン氏のテ
ーマは、「ロータリーに輝きを」です。 
	 RI会長は５つの強調事項を示されています。 
	 	 １．地域社会でロータリーの存在感を高めること 
	 	 ２．会員増強 
	 	 ３．ポリオ撲滅 
	 	 ４．クラブの強化 
	 	 ５．ロータリーデーの実施 
	 ロータリーの奉仕を人々と分かち合い、クラブをより強力なものとすれば地域社会でロー

タリーの存在感を高めることができ、ロータリーデーを開催してロータリーの魅力をアピー

ルする事で会員増強が計られる。ポリオ撲滅に、ビルゲイツ財団からの新しいチャレンジに

応える事で、ロータリアン資金の３倍を活かす事ができ、数年の内にポリオを世界からなく

す事が可能であると。 
	 そして、RI 第２７６０地区近藤ガバナーの地区方針は、「集まろう・語ろう・楽しもう」
です。これに対する４つの行動指針を示されました。 
	 	 １．行事への積極的参加 
	 	 ２．多様性の再認識 
	 	 ３．奉仕の理想と実践 
	 	 ４．会員増強 
	 行事へ参加する事により、様々な人達との出会いの機会ができ、たくさんの感動が得られ、

その中で奉仕への気持ちを高揚させていけば、ポリオ撲滅も可能ですし、ロータリープログ

ラムを、各委員会組織を横串にさして連携させれば活発な奉仕活動が出来る。地区でのロー

タリーデーを開催する事により、チームプレーができる地区にする。ロータリーについての

理解が深まれば、ロータリーの考え方に味がつき、楽しさが増し、美味しい実をつける。こ

の事が、ロータリーの維持、増強に繋がると言われております。 
	 さて、碧南ロータリークラブも５５年の節目を過ぎ、次の周年へ向かって歩み出す年とし

て、ロータリー運動が変化点にあると同様に、碧南クラブも社会環境、経済環境の変化する

中、次世代に向かって進化していかなければなりません。 
	 本年度のクラブ方針として、「１．クラブ基盤の強化	 ２．奉仕活動の推進」を掲げました。

クラブ基盤強化では、会員増強と退会防止に関しては、将来への増強計画を含めて策定する。

本年度は３％増強を目指す。ロータリー情報の受発信については、情報を共有するために、

例会において地区委員に卓話をしてもらう。充実した例会と家族会を開催する、本年は１０

０％例会に挑戦したいと思います。 

石橋嘉彦会長 



	 奉仕活動の推進として、緑化環境事業として講演の植樹を新地区補助金を利用して実施し

ます。ロータリー財団、米山記念奨学会への支援として、一人２０,０００円以上を目標に努
力します。その他地区ガバナー方針に則り、ロータリーデー、その他各行事に積極的に参加

し、ガバナー方針の実践につなげて参りたいと思います。 
	 以上で本年度の方針とさせて頂きます。微力な私ではありますが、皆様の絶大なるご協力

の程よろしくお願い致します。 
	 

○平松太副会長  
	 本年５６周年を迎える、歴史ある碧南ロータリークラブにお

いて、副会長という大役を頂き、不安いっぱいでございます。

幸運にも、石橋会長、口数は多いですが伊藤幹事というメンバ

ーに恵まれて、楽しいロータリーを真心をもって一生懸命努め

たいと思います。会員の皆様の温かいご協力のもと、努めたい

と思いますのでよろしくお願い致します。	 

	 

○伊藤正幸幹事	 

	 本年度、石橋会長のもと、幹事を仰せつかりました伊藤正幸

です。一年間、岡本幹事に勉強させて頂きましたが、幹事の主

な責務は、クラブの効果的な運営を支えるという事でございま

す。会員の皆様のご協力のもと、幹事の責務を果たしていきた

いと思いますが、なにぶんにも力不足でございますので、ぜひ

とも、会員各位におかれましては、ロータリーの友情にてご鞭撻

を賜りますよう、お願い申し上げます。	 

	 本年度、石橋会長は、RI テーマ、地区方針を受け、碧南ロータリークラブ５５年を経て、
次の周年に向かい、将来の展望する年と言われております。会長のお言葉に従いまして、会

長が安心して職務を遂行して頂ければ、自ずと私の役割も方向性を持ち、会員の皆様のご理

解を頂けるものと存じます。クラブ創立の精神を守り、時代にそくした楽しい集いと、秩序

あるクラブ運営を目指し、ロータリーが光輝く事を祈念し、石橋会長を支え、がんばって参

りますので一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２６年７月１６日（水）  
クラブ協議会	 西三河分区ガバナー補佐訪問	 

ガバナー補佐	 黒田勝基氏	 

分区幹事	 近藤智樹氏	 

地区副幹事	 八木沢幹夫氏	 

 

伊藤正幸幹事 

平松太副会長 


