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●斉	 	 唱 
 
国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 
  
●	 四つのテスト唱和  
 
●本日のメニュー  
	 和風弁当	 大正館 
 
●本日のお客様  
西尾ＲＣ	 岩崎智一君 
	 米山記念奨学生	 マルティネス	 リベラ，リリアナ様	 

   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 大変暑い日が続いておりますが、暦の上では明日が立秋とな

っております。現在の暦でいきますと一番暑い季節となってお

ります。お体には十分ご留意頂きますようお願い致します。	 

	 ７月２６日に第１７回の「元気ッス！へきなん」が開催されま

した。来場者は３万４千人を数え、総踊りの参加者につきまして

は２,７５０人でございました。だいぶ定着してきたように思います。	 

	 また、ロータリークラブの８月の月間と致しましては、会員増強拡大月間という事でござ

いますので、皆様からの情報をお寄せ頂きたいなと思います。本年度は純増３名を予定して

おりますので、ご紹介をよろしくお願い致します。	 

	 本日８月６日は原爆の日です。６９年前になりますが、広島に原爆が落とされた日でござ

います。世界で初めて原子爆弾が使われた日でございます。B29 に乗っていた最後の搭乗員
が９３歳で亡くなられました。全ての搭乗員が亡くなったので、生き証人がいなくなったわ
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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。  

けでございます。搭乗員曰く、原爆を落とさなければ戦争はいつまで続いていたか分からな

く、戦争を早く終わらせるための正義の選択だった、と言ってみえるようでございます。ア

メリカの一つの大義かなと思いますが、広島の数十万人の命と多くの被爆者を出したので、

本当に悲惨な事だったと思います。	 

	 こういった事を風化させずに伝える事によって、この世から戦争がなくなると言い続ける

事が重要かなと思います。	 

	 本日は委員長方針の説明という事で、委員長さんにはよろしくお願い申し上げまして、挨

拶とさせて頂きます。本日はよろしくお願い致します。	 

	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は６点のご報告でございます。 
・	 先週開催されました第１回臨時理事会におきまして、入会候

補者の承認がなされました。本日、候補者のプロファイルを

メールボックスにてお配りしてございますので、お目通し頂

きますよう、よろしくお願い致します。	 

・	 例会変更、ロータリーレート、ガバナー事務所の夏休み及び、ガバナー月信等々は幹事報

告書の通りでございます。	 

・	 WFFの案内と広告協賛の依頼が参っております。メールボックスに入っておりますので、
ご協賛の方、よろしくお願い致します。	 

・	 本日例会終了後、２０１号室にて第２回理事会を開催致しますので、理事役員の皆様はご

出席の程、よろしくお願い致します。	 

・	 本日、大正館様よりお中元が届いております。忘れずにお持ち帰り下さい。また、衣浦グ

ランドホテル様よりクラブにお中元が届いております。ありがとうございました。	 

・	 本日、皆出席の皆様にですが、５年と２０年以上の方に記念品が用意してございますので、

忘れずにお持ち帰り頂きたいと思います。	 

	 

 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

	 総会員数 68名 (内出席免除者 17名の内出席者 11名)出席者 53名 

	 出席対象者	 53／62名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 85.48％ 

	 欠席者 15名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

伊藤正幸幹事 



＜ニコボックス委員会＞ 
石橋	 嘉彦君 新社屋が完成し引越ました。旧事務所４５年の歴史（衣浦ファミリーボー

ル）に終止符をうちました。場所は同じところです。 
山中	 寛三君 先回のインフォーマルで万歳三唱をやらして貰い有難うございました。 
小笠原良治君 ７月２７日テレビ愛知にてキリンチームの紹介が３０分番組として放映

されました。さすがプロです。うまくまとめていただき感謝です。 
  今年度最初の出席です。石橋会長のあいさつを楽しみにして来ました。今

年度はなるべく出席の機会を多くする様にガンバリます。 
山中	 寛紀君 先週の夜間例会では親睦の委員皆様に大変お世話になり、有難うございま

した。平松副会長さんのマゴコロの一端を少し見せて頂けました。 
藤関	 孝典君 先週、長田昌昇さんにお世話になりました。 
服部	 弘史君 インフォーマルミーティングでは、皆様に大変お世話になり、ありがとう

ございました。 
大竹	 密貴君 平岩辰之さん、新美宗和さん、鈴木泰博さん、新美惣英さん、先日は夫婦

共々大変お世話になりました。どうもありがとうございました。とても楽

しかったです。 
鈴木きよみ君 本日のタオルは皆様のお陰です。ありがとうございました。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
１８日	 木村	 克美君	 	 １９日	 加藤丈太郎君	 	 ２９日	 山田	 純嗣君	 

３０日	 倉内	 	 裕君	 
	 

奥様誕生日	 

２５日	 新美	 宗和君の奥様	 	 雅代様	 	 ３０日	 鈴木	 並生君の奥様	 まゆみ様	 
	 

入会記念日	 

	 ３日	 奥津	 順司君	 	 ６日	 長田	 昌昇君	 

 
 
 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
  

	 

	 

 
 
 

 

＜クラブ奉仕委員会＞ 
榊原	 健 委員長 

＜ロータリー情報委員会＞ 
平岩	 辰之 委員長 

＜会員選考委員会＞ 
中根	 佑治 委員長 



＜青少年奉仕委員会＞ 
鶴田	 光久 委員長 

＜会場監督（S・A・A）＞ 
清澤	 聡之 委員長 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 新 入 会 員 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２６年８月２７日（水）  
クラブフォーラム	 各委員長方針説明  


