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	 	 会 長 挨 拶  
 
	 今日、天気予報は週間天気で曇り時々雨だったようですけれ

ども、朝からしっかりした雨で、私がロータリーに入会致しま

して丁度 10年経ちましたけども、恐らく 7月 1日にこれだけ
の雨が降ったのは 10 年の中では初めてで、まぁそれが今日の私
の旅立ちに相応しい天気なのかなぁと思っております。 
	 この 2月 21日の日でございますが、前年度の地区大会、半田 RCが主催されました。第 1
日目の午前中に次年度の会長・幹事研修会がございました。新美幹事と 2 人で研修会に参加
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したときに言われた言葉がございます。「会長はロータリーの顔である。ただ何もしなくても

いい。全て幹事がやって段取りをしていく。」そういうお言葉を頂き、言葉だけがすごくあり

がたく思いました。ただ私がロータリーの顔になれと言われても Hさんのようなイケメンで
もございませんし、そんな体格ではございませんのでそんな立派な顔にはなれません。ただ 1
つだけ非常にこの 1 年気を付けなければいけないのは、交通違反をやったりとか、どこかで
何かドジを踏んで新聞沙汰になると大変なことになります。この歴史あるロータリークラブ

に恥をかかせるようなことがないように 1 年間、本当に高潔なロータリアンを目指すという
ことに徹して過ごしていかなければいけないということを考えております。 
	 それともう 1つ、先月の 6月 1日には 9クラブの会長、幹事が集まりまして、地区のガバ
ナー補佐の元で色々なお話や懇談をさせて頂きました。今年度の刈谷 RC 杉浦ガバナー補佐
さんから碧南の席に来られて言われました。「入会 10 年ということを聞きましたけども、幹
事さんは丁度 10年でいい年です。会長が 10年ってびっくりします。」ということで本当に新
米な会長でございます。あまりロータリーの色んな中を経験させて頂けないでこのような職

に就かせて頂いたということは誠に光栄ではございますけども、本当に責任の重大さを痛感

しております。まだまだ知らないことがたくさんございますので、役員、理事の皆さんには

色々ご迷惑を掛けることがございますが、どうかご容赦の程、ご協力とご理解をお願い申し

上げますと共に、会員の皆様の全員のご支援のもとで 1 年間何とか乗り切りたいと思います
のでどうかよろしくお願い申し上げます。	 

	 以上、私の挨拶とさせて頂きます。どうかよろしくお願いします。	 
	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日の幹事報告させて頂きます。 
・	 他クラブの例会変更等は幹事報告書の記載の通りでござい

ますので、お目をお通しください。 
・	 本年度の前期分の会費の納入のお願いをさせて頂いており

ます。7月 31日までに指定の口座のほうにお振り込み下さい
ますよう、お願い申し上げます。 

・	 当クラブの本年度の年間の例会変更のご案内をグリーンの用紙でさせて頂いております。

例会変更については緑色の事業計画書にも漏れなく反映がされておりますので、お目通し

頂きましてご確認をお願い致します。特に毎月食事の関係で衣浦グランドホテルさんにご

無理を申し上げまして移動例会という形になっておりますので、その日についてはお間違

いがないように重ねてお願い申し上げます。また、過日は 6月 10日の日にご案内させて
頂いておりますけども、来週の例会は恒例のインフォーマルミーティングとなっておりま

して、17 時半より当会議所でクラブ協議会と各委員会を開催させて頂いた後、懇親会を
設営しております。よろしくお願い致します。 

・	 再来週の例会から 3回に分けまして本年度の委員長の方針説明をして頂きます。各委員長
さんのメールボックスの中に、日にちと発表順のご案内をさせて頂いておりますので、ご

確認を頂きますようお願い致します。もし発表日に欠席をされる委員長さんにおかれまし

新美雅浩幹事 



※六週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

ては、日程変更を他の委員長さんと調整させて頂きますので、私の方までご連絡をお願い

したいと思います。また 8月 19日にガバナー補佐訪問がございますので、その折にも例
会終了後のクラブ協議会で各委員長さんのほうからご方針説明を発表して頂きますので、

合わせてスケジュール調整の方をお願い致します。 
・	 新入会員のオリエンテーションのご案内をロータリー情報委員長の長田さんより、7月 29
日の開催でメールボックスに発信されております。該当の新入会員の皆さんと講師の皆さ

んはよろしくご調整の程お願い致します。 
・	 WFF の広告協賛案内とパンフレットを配布しております。広告協賛をされる企業は、8
月 10 日が地区の締め切りとなっておりますので、ご協力頂きますようよろしくお願い致
します。また、この事業は今年度も例年通り 10 月 24、25 日の土日を使いまして、栄の
久屋大通り公園で開催されます。当日はチケットが必要となりますので、お申し込みにつ

いては後日、回覧をさせて頂きますので皆様のご参加をお待ちしております。 
 
昨年度の事業結果に関わるご報告をさせて頂きます。 
・	 皆さんのお手元にあると思いますけれども、昨年度 100%例会皆出席の記念でシートルー
ペを配布しております。是非ご活用頂きたいと思います。 

・	 石橋会長と伊藤幹事のすばらしいリーダーシップでガバナー賞を2点受賞されております。
ロータリーデーと米山記念奨学についての賞状となっており、会長席の前にご披露してお

ります。因みに本年度はガバナー賞の設定がないということで少し寂しい思いをしており

ますけども、去年のすばらしい成果でございます。 
・	 世界奉仕活動（WCS）の事業支援で国際奉仕委員会から 5 万円を地区に送金しまして、
その感謝状が届いております。会長席の前でご披露しております。カンボジアのシェムリ

アップ地区という所でトイレを 2基設置されたということで、なんと碧南の名前がそのト
イレに刻まれているそうです。 

・	 ネパールの地震災害支援の協力のお礼状が届いております。当 2760地区では 460万円程
の浄財が集まったということで、1人当たりに換算しますと 1,000円ちょっとという形に
なっております。 

 
 
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

	 総会員数 68名 (内出席免除者 18名の内出席者 16名)出席者 64名 

	 出席対象者	 64／66名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 96.97％ 

	 欠席者 4名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 



＜ニコボックス委員会＞ 
山中	 寛三君 本年もよろしくお願いします。 
山中	 寛紀君 石橋直前会長さま、伊藤前幹事さまには１年間大変ご苦労さまでした。本

年度は新マイのコンビで１年バタバタするかも知れませんが、どうか友愛

の精神でご許し下さい。 
  本日から１年間大変お世話になります。皆様に色々ご迷惑お掛けするかも

知れませんが、どうか宜しくお願い致します。本日の天気の様な心境でご

ざいます。 
竹中	 	 誠君 副会長として一年間皆様にお世話になります。ご指導をお願い致します。 
新美	 雅浩君 本年度、幹事を努めさせて頂きます。宜しくお願い致します。 
  幹事引継会では、伊藤前幹事に大変お世話になりました。 
加藤	 良邦君 昨日、交通観音様の安全祈願をつとめさせて頂きました。鈴木並生会長の

御挨拶に、第４０回を迎えたと聞いた時、父と役僧の方と私３人でつとめ

させて頂いてた、はるか４０年前を懐かしく思い出した。お世話頂いた皆

様に深く感謝申し上げます。 
中根	 佑治君 職業分類委員長を１年間つとめさせて頂きます。よろしくお願いします。 
鈴木	 並生君 会員選考委員長、１年間よろしくお願いします。 
  ６月３０日、交通安全観音像建立式典が多数の方々のご参加のもと、盛大

に開催できました。加藤良邦さんに大変お世話になりました。 
植松	 敏樹君 先日「大鼓」の発表会が千駄ヶ谷の「国立能楽堂」であり、玄象（ゲンジ

ョウ）を打ちました。 
黒田	 昌司君 ロータリー財団委員会、本年よろしくお願い致します。 
石川	 春久君 １年間ありがとうございました。 
長田	 豊治君 情報委員長として１年間お世話になります。 
石橋	 嘉彦君 昨年度は年間出席率１００％達成が出来ました。皆さんの協力に感謝致し

ます。 
  直前会長として一年間よろしくお願いいたします。 
木村	 徳雄君 山中会長の基、一年委員長をさせて頂きます。宜しくお願いします。 
伊藤	 正幸君 今年度もよろしくお願い致します。 
奥田	 雪雄君 米山記念奨学委員会委員長として、一年間お世話になります。 
新美	 惣英君 山中会長の基、副幹事をおおせつかりました。一年間勉強させて頂きます。

宜しくお願い致します。 
角谷	 信二君 会員増強委員長を務めます。一年よろしくお願いします。 
清澤	 聡之君 先日、衣浦ＧＨ、奥津順司君に大変お世話になりました。 
  先日、三菱ＵＦＪ東海銀行、山本年朗君に大変お世話になりました。 
森田	 雅也君 社会奉仕委員長を１年間させて頂きます。よろしくお願い申しあげます。 
長田	 和徳君 今年、職業奉仕委員長、よろしくお願いします。 
榊原	 	 健君 この１年、山中先生の下で勉強させて戴きます。新美幹事、御指導宜しく



お願い致します。又、会員の皆様宜しくお願い致します。 
鈴木	 健三君 国際奉仕委員会委員長、１年間宜しくお願い致します。 
杉浦	 栄次君 １年間会場監督としてお世話になります。宜しくお願いします。 
西脇	 博正君 会計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。 
藤関	 孝典君 本年度、クラブ会報委員長を務めさせて頂きます。よろしくお願い致しま

す。 
  碧南ＲＣ遠征、岐阜関カントリークラブにて優勝することができました。

ありがとうございました。 
永坂	 誠司君 出席奨励委員会の委員長を努めさせて頂きますので、１年間よろしくお願

い致します。 
菅原	 	 優君 皆様のご協力により、職業奉仕委員会を無事終える事ができました。一年

間ありがとうございました。 
杉浦	 保子君 ニコボックス委員長として一年間よろしくお願いします。 
鈴木	 宏枝君 昨年度は国際奉仕委員長を頂き、一年が無事済みホッとしております。あ

りがとうございました。 
  今日は一番下の孫の幼稚園の祖父母会に行って来ました。人生の中で最後

であろうと、主人と二人で参加しました。 
鈴木	 泰博君 プログラム委員長を務めさせていただきます、鈴木です。楽しい例会にし

ていきたいと思っていますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。 
平松	 則行君 先回忘れました。昨年度一年間、役に立たない委員長でした。ありがとう

ございました。 
岡本	 耕也君 本日より親睦活動委員会の委員長を努めさせて頂きますので、よろしくお

願い致します。 
岡本	 彰人君 本年度ゴルフ部会は、岡本彰人、岡本耕也、岡島晋一の３岡トリオで幹事 
岡本	 耕也君 を務めさせて頂きます。よろしくお願いします。 
岡島	 晋一君 
	 

＜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(還暦)	 	 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	 

	 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  
 
○山中寛紀会長	 

	 2015～2016年度RI会長K.Rラビンドラン氏のテーマは、「世
界へのプレゼントになろう」です。 
	 私達人生の価値はどれほど得たかではなく、どれほど与えた

かによって判断されるものである。私達は地位や身の上に関わ

らず誰にでも与えられる何かを持っているはずである。すなわ

ちこの「gift：与える」は、プレゼントするという意味よりもむ
しろ奉仕すると理解すべきであると。 
	 そして、RI 第 2760 地区加藤ガバナーの地区方針は、「ロータリーの原点に学ぶ 〜友情と
寛容の輪を拡げよう」です。これに対する５つの行動指針を示されました。 
	 	 １．高潔なロータリアンを目指し、常にバッチを着用する 
	 	 ２．例会に積極的に出席し、ロータリー活動を楽しむ 
	 	 ３．自主的クラブの運営 
	 	 ４．会員増強・退会防止 
	 	 ５．地区の改善・改革 
	 これらの行動指針のもとになるのは、ロータリークラブが今過渡期にあり近年その方向性

が従来の考えと少し合わなくなっている事や、時代的背景や社会情勢の変化に伴い、地区全

体として改善・改革が必要との観点から出されたものと理解します。 
	 本年度、碧南 RCの方針を６つ挙げさせて頂きました。 
	 	 １．原点回帰 
	 	 ２．例会の充実 
	 	 ３．奉仕活動の充実 
	 	 ４．新世代育成の充実 
	 	 ５．地域社会への情報発信 
	 	 ６．ガバナー方針の実践 
	 碧南 RCという 57年の長い歴史の中で、今年度私が何をしなければいけないのかというこ
とで色々考えました。 
	 1つ、会員増強・退会防止ということも当然あります。この 10年ぐらい前を見てみますと
70～80人を前後しております。この 1年間が終わるときには 70人台に増えているというこ
とで最低限 2～3人ぐらいの会員増強を図りたいと心の中では思っています。それよりも長い

 	 山中寛紀会長 



ことこのロータリーの例会に出席して下さった会員の方がこの場を去っていく退会というこ

とに関しては非常に寂しい思いがする訳でございます。是非退会を防止していくという意味

でも例会というものが魅力ある例会でなければいけないし、魅力あるクラブ作りということ

に力を注いでいかなければいけないと思っております。 
	 そして私の個人的な思いがございます。実は私のいとこに旧診療所をやっておりました井

上達夫会員がございます。数年前に突然の心臓発作で他界をしてしまいましたが、私はこの 1
年を通じて私自身の目標として掲げていることが 1 つございます。今はもう辞めてしまわれ
まして名古屋にご健在ですけども、初代の碧南市民病院の吉井院長さん、そして井上達夫会

員、この 2 人がロータリーの会員であったときに非常に多額の碧南の米山の資金を提供頂き
ました。私も思っておりますのは、やはりこれからの時代を担っていく若い世代をいかに育

てていくかという青少年の育成、そういったものに関しては米山奨学生というものをバック

アップするということはロータリーとしては大きな財産になると思い、自分の個人的な目標

としたいと考えております。 
	 1 つ皆さんにお願いがございます。このロータリーの中でクラブ全体としての 1 番大きな
イベントというのは周年事業が非常に大きな 1 つの記念になります。あと 3 年先になります
と 60周年という大きなイベントが参りますが、ある程度の財源がなければ盛り上げることが
できません。こういった世の中ですので中々大変な状況にはございますが、皆様にご協力を

頂かなければいけないと思っています。今年は財源的なことに関しては 60周年のイベントに
対しての備蓄というものを考えてやっていかなければいけないと思いますので、そういった

意味で多少皆様には居心地が悪くなるようなことがあるかもしれませんけども、ご容赦のお

願いともう 1つはニコボックスにできるだけご協力して頂くようお願い致します。 
最後になりますけれども、最終的には我々ロータリークラブを社会的にアピールするとい

うことも 1 つの大きな目標になる訳でございますが、一般社会の市民の皆さんにロータリー
クラブというものを正しく理解して頂ける場というものがそうはございません。去年は石橋

会長がガバナー賞を意識されまして、ふれ愛フェスティバルに出展し、苦労をされた訳です

が、色んな意味で何らかの財源をあまり使わなくてもできるような機会にロータリーという

ものをアピールして、良い公共イメージを得られればと考えてございます。そんなことで本

当に皆様のご協力とご理解によって支えられていく 1年だと思っております。 
よろしくお願い致します。 
	 

○竹中誠副会長  
	 この度、副会長を拝命致しました竹中でございます。	 

	 思えば今から 13 年前でございますが、長田昌昇さんが会長に

ご就任されましたときに入会をさせて頂きました。胸にロータ

リーバッチを付けて頂いたのを昨日のことのように思っており

ます。まさか本年度このような役が 14 年目にして回ってくると

は夢にも思っておりませんでした。去年の 10 月か 11 月に例会の

後に会長予定者の山中寛紀さんと幹事予定者の新美雅浩さんが事務所に残ってくれないかと
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いうことで嫌な予感がした訳でございますが、事務所で待っていると案の定、変な話が出て

きましてお断りはした訳でございますが、山中先生には 8 年も体を診て頂いておりますし、

断りにくくて選考ぎりぎりまで副会長をやりたい方がおったら、いつでも下がりますのでそ

れまで許してくださいということでおったのですが、一蹴されまして、今日この場でご挨拶

をすることになりました。何にしましてもロータリークラブの色んなことはただ楽しく出て

きただけで、あまりよくわからないことがたくさんでございます。会員の皆さん方のご指導

を頂きまして、1年間私自身が皆さんに迷惑を掛けないように、恥をかかないようにご指導頂

きますことをお願い致しまして、私の挨拶とさせて頂きます。1年よろしくお願い致します。	 

	 

○新美雅浩幹事	 

	 本年度、碧南 RCの幹事を仰せつかりました新美雅浩です。
会員の皆様方のお力添えを頂きながら、微力でございますが 1
年間しっかりこの大役を務めて参りたいと思いますのでどうぞ

よろしくお願い申し上げます。 
当クラブの幹事経験者であり、私の敬愛するいとこでありま

す新美宗和くんに実は先日、幹事を引き受けるにあたり、1番大
切なことは何なのかということを尋ねました。そうしたところ彼は自分の経験を滔々と語ら

れましたが、ポイントとしては「会長の耳に雑音が入らないようにすることだ」と一言さら

りと言われまして、実はその言葉がずっと私の脳裏に残っておる訳です。それと関連がある

かどうかわかりませんが、先程会長がご挨拶の中で語られた話で、昨年ガバナー事務所の方

からとある重鎮が書かれた本が私の手元に参りまして、そこに書いてあった内容が「ロータ

リークラブの会長というのは会のシンボルであり、会の象徴である、いわば天皇陛下のよう

な存在である、であるからこそ絶対に穢してはならない」ということが書かれてありました。

一方、「幹事は会長の方針をしっかりと執行していく立場であるからこそ色んな権限が幹事の

方に集中してくる。故に幹事はいつも色んなことに耐え忍んで皆さんからの批判にも耐え忍

んで、謙虚に尚且つ寛容の気持ちを持って臨んでいかなくてはいけない」ということが書か

れておりました。私は当会に入会しまして 11年目を迎える訳ですが、本に書かれている役割
を演じていくということは到底かないませんけども、せっかく与えられた 1 年でございます
ので、会長が 1 年間気持ち良く安心して花火を上げて頂けるよう頑張っていきたいと思って
おります。これを執行していくには会員の皆様のご協力を頂かないとできませんので、何と

かその調整役を果たして参りたいと思っております。 
	 最後に高いところからのお願いになりますけども、本年度の会長のご方針を執行していく

中でどうしても資金面の問題が出て参ります。あと 3年後に迫りました 60周年のことを少し
ずつ頭の中に意識しながら、皆さんからの浄財をきっちりと整えていくことをしていきたい

と思っております。今年度は例年以上に皆様の周りでたくさん良いことが起きるように期待

しつつ、それをニコボックスに投函して頂きたいということをお願い申し上げます。 
	 それと昨年度、石橋会長と伊藤幹事の強力なリーダーシップで実現されました 100%例会出
席、今年 100%にならなかったということが絶対無いようにしていきたいと思いますので、皆
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さんのご協力を頂きたいと思います。100%にならなかったときは腹を切る覚悟で参りたいと
思いますので、是非とも何とかこれだけはよろしく引き続きご協力賜りたいことをお願い申

し上げまして幹事の挨拶と代えさせて頂きます。どうぞ 1年間よろしくお願い致します。 
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平成２７年７月１５日（水）  
クラブフォーラム「各委員長方針説明」	 


