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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  
	 初夏のお弁当	 小伴天 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 本日は本年度最終例会となりました。本年度は２６９３回よ

りスタートし、最終が２７３７回で昨年７月２日の第１回例会

以来４５回の例会を開催させて頂きました。	 

	 本年度は、７月１６日のガバナー補佐訪問、７月２３日のガ

バナー公式訪問を地区全クラブ８３クラブ（現在８４クラブ）の

トップに受ける事となり、慌ただしい緊張感のあるスタートとなりました。皆さんのご協力

によりまして、無事に務めを果たす事が出来ました。しかしながら年度途中に第４６代会長

を務めて頂いた池田弘孝さんの退会は残念でありました。本年度は４名退会４名入会という

事で、当初会員数と同数となりました。会員増強３名増を目標としておりましたが、達成す

る事が出来ませんでした。私の力不足と反省するところですが、次年度へ２名の新入会員の

入会手続きをしておりますので、少しは安心をしております。	 

	 また、本年度は災害事例も多く聞こえて参りました。そんな中で、皆様方に協力をお願い

した義援金、奨学金支援についても快くご協力を頂きました事に感謝を申し上げます。	 

	 最後に一年間、拙い会長を支えて頂きました会員の皆様に心より感謝申し上げ、挨拶と致

します。	 

	 

	 

 
	 

第２７３７回例会 平成２７年６月１７日(水) 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は２点ほどご報告させて頂きます。 
・	 他クラブの例会変更はございません。 
・	 鈴木きよみ出席奨励委員長より記念品を頂いております。お

持ち帰り頂きたいと思います。６月２４日は、定款第６条第

１節によりまして、休会となります。本日が最終例会となり

ますので、メールボックスの各書類は、お持ち帰り下さいますよう、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	 	 会長として一年間努めさせていただきました。御協力頂きました皆さん、

感謝申し上げます。 
伊藤	 正幸君	 	 一年間、ありがとうございました。 
山中	 寛三君	 	 漸く１年、生きのびました。色々お世話になりました。来期もよろしく。 
長田	 豊治君	 	 １年間直前会長として、皆様に大変お世話になり有難うございました。 
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支部の病院等施設の監

査がすべて終わりました。ありがとうございました。 
中根	 佑治君	 	 会員選考委員会委員長として、１年間お世話になりました。 
鶴田	 光久君	 	 青少年奉仕委員長を皆様のご協力のもと、１年間努めさせていただきまし

た。 
清澤	 聡之君	 	 先日、新美宗和さんに大変お世話になりました。 
	 	 	 	 	 	 	 	 ＳＡＡの役目が無事終了致します。会長、幹事をはじめ、会員みなさまの

おかげです。ありがとうございました。特に杉浦栄次君には助けていただ

きました。 
平松	 	 太君	 	 副会長と言う大役を私の様なヤングでイケメンがあづかりまして一年間

過ごしました。皆様のおかげです。ありがとうございました。 
山中	 寛紀君	 	 この１年、エレクトとして努めさせて頂きました。石橋会長、伊藤幹事様

には色々ご指導賜り、有難うございます。来月からのことを考えると大変

気が重くなる毎日です。 

	 総会員数 68名 (内出席免除者 18名の内出席者 11名)出席者 55名 

	 出席対象者	 55／61名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 90.16％ 

	 欠席者 13名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

伊藤正幸幹事 



森田	 雅也君	 	 １年間、会計でお世話になりありがとうございました。 
新美	 雅浩君	 	 伊藤幹事の大きな背中を見ながら１年間勉強させて頂きました。ありがと

うございました。次年度、体調を整えて、頑張ります！！ 
榊原	 	 健君	 	 この一年、大変お世話になり、ありがとうございました。 
黒田	 泰弘君	 	 一年間、皆様のご協力に感謝致します。ありがとうございました。 
服部	 弘史君	 	 粟津康之さん、楽しい会を開いて頂き、ありがとうございました。 
	 	 	 	 	 	 	 	 親睦活動委員会、皆様に１年間たいへん御世話になりました。心より感謝

申し上げます。 
大竹	 密貴君	 	 ニコボックス委員会、皆様にはこの１年大変お世話になりました。おかげ

さまで今年度も目標金額を達成することができました。心より感謝申し上

げます。 
鈴木きよみ君	 	 今年度例会すべて出席率１００％、会員の皆様に深く感謝申し上げます。

来年度も引き続きよろしくお願いします。 
鈴木	 泰博君	 	  
岡本	 彰人君	 	 ゴルフ幹事、１年間ありがとうございました。 
岡本	 耕也君 
   
 最 終 例 会  
 
「役員挨拶」  
会長挨拶	 石橋嘉彦会長	 

	 碧南 RC の５５年の節目を過ぎ、次のバトンの引継ぎ役とし
て、昨年７月に第５６代碧南 RC の会長として船出をさせて頂
き、無我夢中の一年があっという間に過ぎ去った感じがしてい

ます。 
	 本年度は RI 会長ゲイリーC.K.ホァン氏の「LIGHT UP 
ROTARY（ロータリーに輝きを）」をテーマとして、地域社会で
ロータリーの存在感を高める事を強調され、ただ座って暗闇を呪うよりも、ロウソクを灯し

た方がいい、という格言のもと、１２０万人のロータリアン一人一人が、ロウソクを灯せば

世界を光で輝かす事が出来る、という信念のもとに実行されました。 
	 RI 第２７６０地区近藤雄亮ガバナーは、「集まろう、語ろう、楽しもう」の地区方針のも
と、実践的ロータリー活動を推進されました。 
	 私は、碧南 RCの本年度については、RI方針、地区方針に基づいた活動に心がけ、クラブ
の基盤強化については充実した例会にするため、卓話の内容時間の確保に心がけました。奉

仕活動については、緑化環境事業の継続はもとより、米山記念奨学会への積極的支援をする

とともに、地区の推進事業のクラブでのロータリーデー行事の実施をしました。一般の方々

にロータリークラブの活動が少しでも理解して頂けたと思います。 
	 本年度事業活動に際しては、伊藤幹事はもとより、平松副会長、役員理事、各委員会の委

石橋嘉彦会長 
 



員長さんをはじめ、会員の皆様にご協力頂いて全うする事が出来ました。 
	 心より御礼申し上げまして、お礼の挨拶とさせて頂きます。 
 
	 

副会長挨拶	 平松太副会長	 

	 今年度、石橋会長と伊藤幹事という腹の真っ白なパートナー

に恵まれ、一年間楽しいロータリーを実行できたと思います。

副会長という大役を頂き、大丈夫かと心配しておりましたが、

皆様のご指導と友情で楽しく過ごさせて頂きました。ありがと

うございます。家族会のソングリーダーはこれで終わらせて頂

きます。楽しかったです。 
	 真心はこれからも続けていきますので、よろしくお願い致します。 
 
 
幹事挨拶	 伊藤正幸幹事	 

	 今年度が始まるにあたり、５５周年の翌年という事で、次の

周年にむけ、歩み出す年と石橋会長も申され、力を蓄える年度

でもあろうかと存じておりましたが、近藤ガバナーの方針に大

きく影響を受け、スケジュールに対しても幹事自身がナーバス

になってしまいました。昨年度お務めになった岡本幹事、そし

て一昨年度の木村幹事、なんとか勉強させて頂こうと思ってはお

りましたが、結果的に幹事の１年を通じて実務に直面して初めて多くの事を学ばせて頂くと

いう結果でした。皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけし、幹事の本文である石橋会長

をお助けする立場でありながら、会長から一挙手一投足に至るまで幹事の補佐をして頂き、

会長には感謝の言葉をどれだけ積み重ねましても足りないくらいでございます。 
	 様々な事が思い起こされますが、実際に幹事の職務が始まるのは、１年半前の１２月の総

会で役員理事が決まってからだと思われます。次年度黒田財団委員長も申されましたが、特

に１月から２月にかけまして、財団の補助金の申請にあたりましては、財団からの碧南 RC
の歴史ある緑化事業に対して揶揄ともとれる指導に対して、マングローブを植えるのとどう

違うのかとも思った事も懐かしく思い出されます。 
	 また、本年度のクラブ方針のクラブ基盤の強化でございますが、その中で、１００％皆出

席の挑戦を石橋会長が示されました。幹事の職務として、幹事は１００％例会出席を目指さ

なければならないと伺った事もあり、かつての幹事もそのようにおっしゃる方もいらっしゃ

いましたが、今年度、石橋会長のご指導のもと、会員諸兄のご協力はもちろん、碧南 RC 始
まって以来の年間１００％皆出席の達成を見届ける事が出来ました。その事につきましては

出席奨励委員会の皆様とともに、会員の皆様のご協力には心より感謝申し上げたいと存じま

す。 
	 しかし、会員増強に関して言えば、残念な事は、４名入会４名退会、プラスマイナスゼロ

平松太副会長 
 

伊藤正幸幹事 
 



という事で心残りではありますが、次年度に引き継ぐ事ができそうかなという期待もござい

まして、次年度新美幹事にはよろしくお願い致したいと存じます。 
	 さて、６月に入りましてあれほど頻繁にやり取りをした事務局間瀬さんからのコールもな

くなり、寂しさを覚えるという、嬉しいのか悲しいのか複雑な気分ではあります。石橋会長

には私に幹事をお任せ下さった事に対しまして、そして１年間、私の拙い幹事の職務を見届

けて頂きました会員の皆様のロータリーの友情に心より感謝申し上げまして、ご挨拶と致し

ます。 
 
 
 
 
 
	 

	 

次回例会案内	 
	 

平成２７年７月８日（水）１７：３０～	 

クラブ協議会「決算並びに予算報告」	 

インフォーマルミーティング	 


