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●斉	 	 唱  
ロータリーソング「今日も楽し」 
 
●本日のお弁当  
	 だい忠	 	 
 
●本日のお客様  
	 愛知県議会議員	 石井 拓様 
	 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  
 
先週は夜間例会、その後、クラブ協議会と懇親会がございま

した。皆様には多数ご参加頂きまして厚く御礼申し上げます。 
	 さて、本日第 3回目でやっと天気が良くなって雨も降りませ
んでした。こういった燦々とした太陽が降り注いだのは、米山

奨学生のマルティネス リベラ，リリアナさんが会場に運んでき
てくれたんだなぁと思っております。リリアナさんにおかれましては、2年目の米山奨学生と
いうことで、この 1 年間の成果を十分に踏まえまして 2 年目の研修の成果が益々上がります
ことをご祈念申し上げます。また、後日例会にいらっしゃる機会があれば、会員の皆さんに

講話もお願いしたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。 
	 昨日、テレビを見ておりましたら非常に珍しい画像が目に飛び込んで参りました。今日の
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朝の新聞にも載っておりましたが、冥王星の姿が送られてきたということです。この冥王星

は地球から 1番遠い惑星ということで 2006年にアメリカの NASAから打ち上げられました
惑星探査機ニューホライズンズが約 9年半～10年かけてそこまで到達して画像を送ってきた
ということでございます。こういった人間の科学の進歩には感服した次第でございます。テ

レビを見ていて少し思ったのは、冥王星は天文学者の中では学術的には惑星には分類されず、

準惑星になるということです。我々が授業でよく覚えていました「水金地火木土天海冥」の

「冥」がなくなってしまうということで少し寂しいような気が致しております。 
	 私が会長になりまして今日で 3 回目のスピーチになるわけですけども、この場に立って挨
拶をするのが非常に大変だなぁと思っております。歴代の会長の皆様のスピーチを聞いてお

りますと実によくまとめられているなぁということで感心しているのですが、私はずぼらな

性格ですので今後が思いやられると思っております。世の中では 3 分間スピーチということ
をよく言われます。3 分間のスピーチの 1 つの意味合いというのを私なりに思っております
のは、挨拶というのは 3分間ぐらいで終わるのが 1番良いと、3分を越えて 5分も越えてき
ますと聞いている方からすると聞き飽きてしまうということでございます。恐らく只今の挨

拶の時間がそろそろ 3 分になると思いますので本日の挨拶はこの辺で切り上げさせて頂きた
いと思います。 
	 この後、クラブフォーラムもございますのでどうかよろしくお願いしたいのと、鷲塚ジャ

ガーズが全国大会で優勝して、市内でパレードをして頂けるというような日がやってくるこ

とを心から念じ申し上げまして本日の挨拶とさせて頂きます。どうぞよろしくお願い致しま

す。	 
	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 幹事報告させて頂きます。 
・	 例会変更等については幹事報告書の通りでございますので、

お目をお通しください。 
・	 本日メールボックスの中に会員名簿の変更に関わる修正シ

ールを幹事報告書に付けさせて頂きました。会員の中で岡島

晋一さん、鶴田光久さんの社名が変更になりました。平岩辰之さんの勤務先の電話番号が

変更されております。新入会員の一柳成さん、小林尚さんの詳細を前にお配りしました去

年の名簿に貼り付けてください。もし名簿を紛失された方がみえましたら、まだ数部残っ

ておりますので、ニコボックスに入れて頂きご請求ください。 
・	 地区大会のご案内もメールボックスに入っております。11 月 1 日に本会議がございまし
て、登録を募っております。会長・幹事・役員・理事の皆さん以外にも各委員長さんと入

会 3年未満の会員の方も出席義務者として位置付けされておりますので、ご都合を付けて
頂いてご出席を頂ければと思います。ご回答を 7月 29日までにお願い致します。 

・	 WFFのチケットのご希望を募っております。回覧の方に数字を記入して回してください。 
・	 鷲塚ジャガーズを支援する会へのご支援に是非ともご賛同頂きまして、募金箱を回してお

りますのでよろしくお願い致します。 

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。  

  
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
愛知県議会議員	 石井	 拓様 鷲塚ジャガーズ少年野球、ご相談申し上げ、大変こころ

よく応じて頂けました。誠にありがとうございます。 
山中	 寛紀君 米山奨学生リリアナさんには、２年目の研修、また１年大いに成果の上が

ることを期待しております。本日はようこそ例会にお越し下さいました。 
  本日は県議会議員石井様、わざわざお運び頂き、有難うございます。鷲塚

ジャガーズのご健闘お祈りします。 
山中	 寛紀君 先週のクラブ協議会、インフォーマルミーティングには多数の会員の皆様 
新美	 雅浩君 にご出席頂き、誠にありがとうございました。 
新美	 雅浩君 だい忠さん、色々とご負担をおかけしますが、本年度宜しくお願い申し上

げます。 
山中	 寛三君 先週は万歳をさせて貰って、有難うございました。 
石川	 春久君 体育協会、３期６年無事任務をつとめる事が出来ました。後任には、会員

の榊原	 健さんです。どうぞよろしくお願いします。 
小笠原良治君 過日、本年度の担当委員長の角谷君に、役に立たずご迷惑をかけますが、

よろしくと申し上げましたら、「あてにしていませんから、いいです

よ！！」と一言いわれ気持ちが楽になりました…？ 
  臨海公園が芝生の公園から雑草の公園に成り果てています。遊びに来た人

にバカにされ、笑われています。ＲＣの助言と政治力で、至急もとの自慢

できる芝生の公園に戻して下さい。 
  今日は出席のつもりで準備していましたが、残念です。 
大竹	 密貴君 先日、大浜小学校ＰＴＡＯＢ会があり、大変楽しいひとときを過ごすこと

ができました。その２次会では、新美宗和さんに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。 
奥津	 順司君 バッチ忘れました。ごめんなさい。 
岡本	 耕也君 いつものゴルフねたですが、７月９日の３クラブゴルフ大会でダブルペリ

アに助けられて優勝することができました。 
杉浦	 秀延君 旧日本海軍イ号第２９潜水艦の艦内誌「不朽」が大浜小学校の児童の皆さ

	 総会員数 69名 (内出席免除者 18名の内出席者 16名)出席者 62名 

	 出席対象者	 62／67名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 92.54％ 

	 欠席者 7名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 



んによって、復刻されました。ご遺族の方々にお渡しさせて頂くことがで

きました。 
渡部	 哲也君 先日、ミャンマーの大統領御一行様が、碧南火力をご視察されました。国

家元首の来訪は初めてでしたが、無事にご案内することができました。 
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次回例会案内	 
	 

平成２７年７月２９日（水）衣浦グランドホテル	 

クラブフォーラム「各委員長方針説明」	 

＜ロータリー情報委員会＞	 

長田	 豊治	 委員長 
＜職業分類委員会＞	 

中根	 佑治	 委員長	 

＜会員選考委員会＞	 

鈴木	 並生 委員長 

＜出席奨励委員会＞	 

永坂	 誠司	 委員長	 

＜職業奉仕委員会＞	 

長田	 和徳	 委員長	 

＜ロータリー財団委員会＞	 

黒田	 昌司	 委員長	 


