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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  
	 第２７６０地区広報委員会	 委員長	 篭橋美久様	 

	 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  
 
	 桜も満開の便りも届いております。春爛漫の季節となってま

いりました。３月２８日衣浦グランドホテルにおいて、碧南ラ

イオンズクラブ５０周年記念式典が盛大に開催されました。現

在７９名の会員ですが、 近は減少ぎみという事で危惧をされ

ていました。これからもウィ・サーブのもと地域社会貢献奉仕を

宣言されてみえました。 
	 また、３月２９日には文化会館において、平成２７年度碧南市消防団・消防予備隊の入退

式が開催され、５９名の新入団者が紹介されました。この式典では、２年間の団長の職務を

解かれ、これから２年間予備隊長として精励されます、会員の杉浦栄次君に市長より感謝状

が贈られました。杉浦君には改めてご苦労様と予備隊長としてよろしくと言わせてもらいま

す。 
	 ロータリーは今月は雑誌月間という事です。本日は地区広報委員長の篭橋さんより卓話を
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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。  

頂きます。よろしくお願い申し上げ、挨拶と致します。 
 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は４点ほどご報告させて頂きます。 
・	 他クラブ例会変更等はございません。 
・	 RI 事務局より、今月のロータリーレートのお知らせが届い
ております。先月と変更なく１ドル１１８円です。 

・	 今月の例会の予定を幹事報告書に記載してございます。今週

土曜日午後３時より衣浦グランドホテルにおきまして、I.Mが開催されます。天気にもよ
りますが、明石公園の花見のお客さんで駐車場が混雑する可能性もございますので、なる

べくご家族にご送迎頂きたい、と高浜 RCからのお願いでございます。なお、出席予定者
でご欠席という方は事務局までお伝え下さい。４月８日、２２日、２９日の例会につきま

しては、それぞれ振替休会となっておりますので、よろしくお願い致します。 
・	 本日例会終了後、２０１号室にて理事会を開催致しますので、理事、役員の方はご出席頂

きますよう、お願い致します。 
 

	  副 幹 事 報 告  
 
	 次年度のご案内になります。 
・	 本日、メールボックス内に次年度の理事、役員の方に第２回

理事会のご案内をさせて頂いております。４月１５日の例会

前の午前１１時半から２０１号室にて行いますので、よろし

くお願い致します。 
・	 同日になりますが、例会後の午後１時半より委員長さんも参加頂く、第１回次年度クラブ

協議会を行います。委員長さんでご欠席の方は、代理の方にご出席頂きますよう、ご調整

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＞ 
地区広報委員会	 篭橋美久様	 	 地区広報委員会として、卓話をさせて頂きます。 
石橋	 嘉彦君 杉浦栄次君には３月２９日碧南市消防団消防予備隊入退式において団長

	 総会員数 68名 (内出席免除者 16名の内出席者 14名)出席者 60名 

	 出席対象者	 60／66名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 90.91％ 

	 欠席者 8名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 
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職を解かれ大変御苦労様でした。今後は予備隊長としてよろしくお願いし

ます。又、本日篭橋地区広報委員長には卓話をお願いします。ありがとう

ございます。 
伊藤	 正幸君 新年度に入り、今期も碧南歯科医師会会長を仰せつかりました。御指導を

よろしくお願い申し上げます。 
加藤	 良邦君	 遅くなりました。３月２１日春彼岸施餓鬼会、天候に恵まれお陰様にて無

事に終える事が出来ました。有難うございました。 
平岩統一郎君	 碧南商工会議所通常議員総会（予算総会）が、終了しました。	 

清澤	 聡之君	 苅谷賢治君にお世話になりました。	 

杉浦	 栄次君	 娘が新社会人として、本日からアイシン辰栄様に出社しました。子育てが

一段落しました。	 

	 	 ３月２９日（日）碧南市消防団消防予備隊入退式が無事挙行できました。

たくさんの皆様にお支え頂き、団長の職務を全うできました。ありがとう

ございました。	 

服部	 弘史君	 分団長、分隊長と５年間の消防団が終わりました。これで枕元のケイタイ

電話から解放されます。お世話になりました皆様、ありがとうございまし

た。	 

平松	 則行君	 本日の講師、地区広報委員長	 篭橋美久様を紹介します。	 

苅谷	 賢治君	 まごころ鉄工の平松社長とその仲間の方々に大変お世話になりました。	 

杉浦	 保子君	 ロータリーの友、掲載されました。多忙な日常の一句です。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
２５日	 石川	 春久君	 

	 

奥様誕生日	 

	 ２日	 平岩統一郎君の奥様	 	 和恵様	 	 	 ５日	 新美	 真司君の奥様	 	 琢美様	 

	 ６日	 杉浦	 保子君のご主人様	 義己様	 	 ７日	 新美	 	 孝君の奥様	 	 信子様	 

	 ８日	 藤関	 孝典君の奥様	 	 千智様	 	 ２１日	 長田	 銑司君の奥様	 美代子様	 

２４日	 倉内	 	 裕君の奥様	 	 月子様	 	 ２５日	 長田	 豊治君の奥様	 	 妙子様	 

３０日	 鈴木	 泰博君の奥様	 	 恵子様	 

	 

結婚記念日	 

	 ５日	 岡島	 晋一君・朋子様	 	 	 ７年	 	 	 １６日	 石川	 春久君・美鈴様	 	 ４５年	 

１７日	 倉内	 	 裕君・月子様	 	 ４２年	 	 	 １７日	 林	 	 俊行君・としめ様	 ２７年	 

１７日	 奥津	 順司君・美恵子様	 ３３年	 	 	 ２０日	 岡本	 明弘君・早百合様	 ３３年	 

２９日	 貝田	 隆彦君・直美様	 	 ２６年	 

２９日	 一柳	 	 成君・策子様	 	 ２５年(銀婚)	 

	 



入会記念日 
	 ３日	 木村	 克美君、岡本	 彰人君	 

	 ４日	 平松	 則行君	 
	   
 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
	 

「広報と WFF とのかかわり」	 
第２７６０地区広報委員会	 委員長	 篭橋美久様	 

	 

	 地区広報委員長を務めさせて頂いております、篭橋と申します。 
	 今月は雑誌月間という事でございます。月間雑誌「ロータリーの友」の普及のためとも言

われております。私はそんな月間ではなくて、ロータリアンとしてのどんな存在意義がある

のか、考えて頂く月間ではないかと思います。色んな情報が載っており、このままでいいの

か、今後どのようにしていくのかなどを判断するための情報誌であると私は思います。 
	 ロータリーの友は、ロータリーの百科事典である、また、教科書でもある、またまたガイ

ドブックでもあろう、と言われました。生涯の友はロータリアンであると思います。 
	 ロータリーの友は毎月お金を出して買っております。自分で買いに行ったら読みますが、

毎月自動的に配られるので、中々読まれない方が多いのが現状です。ぜひ読んで頂きたいで

す。他クラブの情報も載っており、また、掲載されると反応が返ってくるので、私は公開討

論の場だと考えます。どうぞ応募してみて下さい。かなり反響があります。全国１２万弱の

方が全員見てみえます。色んなご意見を頂けて、また自分を PRする事もできます。 
	 ロータリアンは見識を高めて、品位、品格を会得し、社会へ貢献する事が求められている

のだと思います。ぜひロータリーの友を読んで頂きたいです。 
	 本当は雑誌月間なので雑誌の話ばかりしようかと思いましたが、堅苦しくなりますので

WFFのお話をしたいと思います。 
	 WFFは広報委員会が取りまとめ役となっております。その委員長を拝命しておりますので、
実行委員長をと招集がかかりまして、やらせて頂きました。私は今年から広報委員長で、初

めてでございます。前は財団の方におりました。その前は国際奉仕の方におりました。私が

担当させて頂いた委員会は２つとも無くなりました。３度目の正直でなんとか残しておきた

いと思っておりますので、どうぞ皆様のご協力をお願いしたいと思います。 
	 広報の活動をご報告させて頂きます。 
１、WFFの実施 
２、クラブ内の PRを実施 
３、各委員会との連携強化 
４、地域社会への広報活動の強化 
５、IT委員会を通じ、各クラブへの情報伝達 
６、ロータリー雑誌の購読の啓蒙 
 
	 WFFでは１１月の１、２日を地区ロータリーデーとして、３日目をジャパンロータリーデ

篭橋美久様 



ーとして開催致しました。３日目には、全国２８地区のガバナーに来て頂きました。総勢８

０名ほどになりました。 
	 またWFFでクラブ広報委員長さんのご協力で PRさせて頂きました。各クラブへチケット
販売、企業協賛とがんばって頂きました。チケット販売、企業協賛数ともに前年の１.５倍と
なりました。総予算２,８００万円ほどでやらせて頂きました。	 

	 地区の委員会が縦割りなので、クラブの委員会も縦割りなのではないかと思いました。他

の委員会は関係ない、というスタンスでした。他の委員会も繋いでしまおう、という事でWFF
を実施したという事でございます。 
	 ４番目の地域社会への広報活動の強化ですが、今まではロータリアンに対して広報を行っ

ていたのがほとんどだったと思います。それを外に向けてやろう、という事で WFF が出て
きました。入場者数は推定６万人でございます。 
	 ５番目の各クラブへの情報伝達ですが、過去には IT委員会と広報委員会が一緒になってお
りました。それをあえて独立させました。何がいいかと申しますと、ホームページの充実や

PRに専念できます。地区のホームページ、ご存知でしょうか。地区ホームページには過去の
月信が参照できます。過去のものを見てみますと、地区がどのように進んできたか、歴史を

刻んできたかが読み取れます。ぜひともホームページを見て頂きたいと思います。 
	 ロータリー雑誌の購読の啓蒙を挙げさせて頂きましたが、たくさんのいい情報が載ってお

ります。今月は月間という事もあり、ロータリーを見直して頂き、ぜひとも読んで頂きたい

と思います。 
	 WFFの活動がロータリーの友の１月号に掲載されました。昨年も載りましたがそれよりも
反響は大きいです。月曜日に東京へ行って参りました。２７６０地区だと言うと WFF のと
こですね、となります。２７６０地区が有名でございます。これは本当に光栄な事ですが、

皆様のご協力、力の結集があってこそだと思います。本当に感謝しております。 
	 ロータリーの友だけではなく、中部経済新聞、読売新聞にも紹介されました。また専門誌

にも掲載されております。テレビでも放送局２社で紹介されました。後援もカナダ、韓国な

どの合計６カ国からの後援を頂きました。 
	 WFFの目的ですが２つございます。 
	 一つ目は、ロータリー活動のための資金を集める事です。これはポリオを含めた国際奉仕

を行おうという事で、ポリオ事業に１００万円、カンボジアの水、識字率の向上事業へ１８

０万円ほどを寄付させて頂きました。 
	 もう一つは、ロータリーの公共イメージを高める事です。これはこれからも続けていかな

ければいけないと思っております。一般市民を巻き込んだイベントであり、認知度が非常に

高くなりました。 
	 若い人にも来て頂こうという事で大須発祥の OSUにも来て頂きました。このサポーターが
いるんですが、年齢層が非常に高かったです。４０代から５０代です。 
	 会場内にはポスターでも PRさせて頂きました。 
	 また、豊橋北 RC、豊橋 RC、豊橋南 RC、豊橋東 RCの豊橋４クラブで５３０（ゴミゼロ）
運動を行いました。会場内の清掃を行い、非常にきれいになりました。 



	 各クラブの PRパネルを会場内に置き、PRして頂きました。 
	 WFFには、ガバナーをはじめ、RIのシニアリーダーの方々がお見えになり、元 RI会長の
田中作次さんもポリオに寄付して頂きました。 
	 ジャパンロータリーデーのセレモニーも行いまして、RI理事の北理事に挨拶して頂きまし
た。 
	 後は「ふるさと」をみんなで歌って終わりました。 
	 次年度ですが、１０月２４、２５日の土日に開催させて頂きます。今年度と違うのは、１

分区毎に１ブースございます。ぜひ皆様もこの地域で参加して頂きたいと思います。 
	 何かありましたら地区で対応させて頂きますので、ご意見、ご指導、よろしくお願い致し

ます。ありがとうございました。 
	 

 

次回例会案内	 
	 

平成２７年４月１８日（土）  
春の家族会	 ヒルトン名古屋・新名古屋ミュージカル劇場  
バスは９：５０商工会議所出発、例会開始１１：１０  
ヒルトン名古屋２階ザ･テラス  
 
平成２７年４月２２日（水）は１８日の振替休会  
 
平成２７年４月２９日（水）は法定休日のため休会  
 
平成２７年５月６日（水）は法定休日のため休会  
 
平成２７年５月１３日（水）  
クラブフォーラム	 	 書家	 森脇悠理氏  


