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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  
	 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  
 
	 先週の１１月２４日に西三河分区ガバナー補佐杯ゴルフ大会

が開催され、碧南 RCから参加された皆様に感謝申し上げます。
この大会では、当クラブが団体優勝し、個人でも伊藤幹事が優

勝されました。誠におめでとうございます。 
	 また、１１月２９、３０日には愛知県において第５２回技能五

輪全国大会が碧南はじめ、各地会場にて４１職種、２３歳以下１２００名の参加にて、技能

競技が繰り広げられました。碧南会場では、タイル張りと家具、建具の種目が行われました。

ものづくりは日本にとって重要な産業ですので、これからも技能の伝承がされていくことを

期待したいと思います。 
	 さて、本日は年次総会です。この総会は次年度の役員、理事を決める重要な総会です。い

よいよ次年度が本日より動き出す事になります。 
	 １２月は家族月間です。毎年１２月は家族月間を祝うため、家族と地域社会への献身を示

すよう奨励されています。本年は当クラブとしては、１２月２０日にクリスマス家族会を開
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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。  

催致します。親睦活動委員会の皆様にはお世話になりますが、よろしくお願い致します。 
	 本年度も半分が過ぎようとしておりますが、本年度は地区大会が２月ですのでいつもの年

とは少し違いますが、残り半年も皆様方のご協力をお願い致しまして挨拶とします。 
 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は６点ほどご報告させて頂きます。 
・	 例会変更等は幹事報告書の通りでございます。 
・	 ガバナー月信１２月号掲載のお知らせが届いております。幹

事報告書記載の URL、あるいは、クラブ受付に一部印刷し
てございますので、お目通し下さい。 

・	 ガバナー事務所より、第２回WFF開催のお礼状が届いております。ロータリーの一般市
民への理解とロータリアンとの交流の場の提供を目的に、その目的が達成され、また、日

本の各地区、さらに RI にも当地区の存在を知らしめる事ができ、各クラブの支援と協力
に感謝する、との事です。チケット販売及び、広告協賛の申込数が目標に達した事も併せ

て報告がございました。 
・	 大正館様よりお歳暮が届いておりますので、お持ち帰り下さいませ。どうもありがとうご

ざいました。 
・	 本日お越しのリリアナさんが、上野ミュージアムウィーク感想文コンテストで、佳作を受

賞されました。「あなたの作品は、上野ミュージアムウィーク外国人留学生 UMW感想文
コンテストにおいて、頭書の成績を収められました。よってここにその栄誉を讃え、これ

を賞します。」という事で、上野のれん会会長の須賀光一様より表彰状が出ております。

日頃の精進の賜物だと思います。おめでとうございます。 
・	 本日例会終了後、２０１号室にて第６回理事会を開催致します。理事、役員の皆様にはご

出席をお願い致します。 
  
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
＜ニコボックス委員会＞ 
石橋	 嘉彦君 １１月２４日の西三河分区ガバナー補佐杯ゴルフ大会に出席いただきま

した皆さんにお礼を申し上げます。碧南クラブが優勝させていただき、重

ねてお礼申し上げます。又、伊藤幹事には個人優勝おめでとうございまし

た。 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 17名の内出席者 12名)出席者 58名 

	 出席対象者	 58／64名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 90.63％ 

	 欠席者 11名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

伊藤正幸幹事 



伊藤	 正幸君 伊藤廉作品展にうかがいました。浅野さんの卓話のおかげで、より深く鑑

賞できました。 
植松	 敏樹君 米山奨学生のリリアナさんが「東京上野ミュージアムウィーク」外人留学

生感想文コンテストで「佳作」の表彰を受けられました。 
奥田	 雪雄君 大正館様、１００周年おめでとうございます。毎週、毎月お世話になって

おります。ありがとうございます。 
鶴田	 光久君 先日の全日本製造業コマ大戦碧南場所、盛大に開催されました。ありがと

うございました。 
杉浦	 保子君 「ロータリーの友」に掲載されました。うれしいです。この句は９月に投

句しました。暑い夏が終わりさわやかな朝に秋を感じ、庭仕事をする気に

なりました。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 １日	 新美	 惣英君	 	 	 ２日	 角谷	 信二君	 	 ２１日	 大竹	 密貴君	 

２４日	 貝田	 隆彦君	 	 ２９日	 服部	 弘史君	 

	 

奥様誕生日	 

	 １日	 杉浦	 秀延君の奥様	 	 初野様	 	 	 ２日	 林	 	 俊行君の奥様	 としめ様	 

	 ７日	 鈴木	 健三君の奥様	 美津子様	 	 	 ８日	 平岩	 辰之君の奥様	 	 範江様	 

	 ８日	 粟津	 康之君の奥様	 	 尚子様	 	 １８日	 渡部	 哲也君の奥様	 	 泰子様	 

１９日	 榊原	 	 健君の奥様	 	 陽子様	 

	 

結婚記念日	 

１１日	 森田	 雅也君・千恵子様	 ２６年	 	 	 １２日	 小笠原良治君・恵子様	 	 ４０年	 

１２日	 杉浦	 秀延君・初野様	 	 ２１年	 	 	 １４日	 山田	 純嗣君・茅子様	 	 ５９年	 

１５日	 木村	 徳雄君・小百合様	 ２３年	 	 	 １６日	 菅原	 	 優君・恵子様	 	 ３６年	 

２１日	 新美	 	 孝君・信子様	 	 ５７年	 

	 

入会記念日 
	 ２日	 伊藤	 正幸君	 １１日	 清水俊行君	 １５日	 新美	 孝君	 ２０日	 池田	 弘孝君	 

	 
 

  第２７１３回週報訂正箇所  
 
・卓話「伊藤廉について」 
	 第１７回仁科展に特別陳列し、仁科賞を受賞し、画家としての地位を確立します。 

↓ 
	 第１７回二科展に特別陳列し、二科賞を受賞し、画家としての地位を確立します。 
	 



  
  年 次 総 会  
	 

	 定款第６条第２節、細則第４条第１節により、年次総会の開

会を宣言する。	 

	 伊藤幹事より定足数が会員総数６９名中出席者５６名で会員

総数の３分の１以上の出席があり、総会が有効に成立する旨を

報告された。議長より経過説明として指名委員会の設置、指名委員が決定された。	 

	 鈴木並生委員長が欠席のため、黒田昌司委員より次年度役員・理事の発表があり満場一致

で承認される。	 

	 次年度役員・理事により理事会が開催され、担当委員会の委員長を選任し、山中寛紀次年

度会長より下記の通り発表された。	 

	 

	 

会長	 	 	 	 	 	 	 	 	 山中	 寛紀	 

直前会長	 	 	 	 	 	 	 石橋	 嘉彦	 

会長エレクト	 	 	 	 	 榊原	 	 健	 

副会長	 	 	 	 	 	 	 	 竹中	 	 誠	 

幹事	 	 	 	 	 	 	 	 	 新美	 雅浩	 

副幹事	 	 	 	 	 	 	 	 新美	 惣英	 

会計	 	 	 	 	 	 	 	 	 西脇	 博正	 

会場監督（SAA）	 	 	 杉浦	 栄次	 
クラブ奉仕委員長	 	 	 木村	 徳雄	 

職業奉仕委員長	 	 	 	 長田	 和徳	 

社会奉仕委員長	 	 	 	 森田	 雅也	 

国際奉仕委員長	 	 	 	 鈴木	 健三	 

青少年奉仕委員長	 	 	 林	 	 俊行	 

ロータリー財団委員長	 黒田	 昌司	 

 
 
 
 次回例会案内	 

	 
平成２６年１２月１７日（水）  
卓話「絶対にくじけない人生？」	 なべおさみ氏  

山中寛紀次年度会長 


