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●斉	 	 唱  
	 ロータリーソング「我らの生業」 
 
●本日のお弁当 
 
	 だい忠 
	 
 
●本日のお客様 
 
西三河分区 ガバナー補佐	 杉浦世志朗様 
第 2760地区 地区副幹事	 澤田賢成様 
西三河分区 分区幹事	 吉原孝彦様 
西三河分区 分区副幹事	 内藤昇様     
	 	 会 長 挨 拶  
 
今日は猛暑になるかと予想しておりましたが、朝から雨が降

り過ごしやすい気温になりました。足元の悪い不順な天候の中、

刈谷 RCから今年度西三河分区ガバナー補佐の杉浦様、分区幹
事の吉原様、副幹事の内藤様、また瀬戸 RCから地区副幹事の
澤田様には遠路から足をお運び頂きまして誠にありがとうござ

います。 
本日の例会の後、クラブ協議会がございますけども、大変長い時間にはなりますが皆様か

ら色々とご指導頂きたいと思っております。 
さて、お盆休みも明けましたが皆様は如何お過ごしでしたでしょうか。私は 5 年間でたま
りました自分の部屋の不要な物やゴミの片づけを家内に手伝ってもらいまして、丸 5 日間ゴ
ミ出しに精を出しておりました。 
	 ここ最近の紙面を見ておりますと桜島の噴火、中国の天津ではとんでもない大爆発、タイ
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※六週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

のバンコクで爆弾テロ、大阪では幼い中学 1 年生の殺害・遺体遺棄事件などの暗いニュース
が続いております。もう少し明るいニュースで新聞紙面がにぎわったらいいなと思っており

ますけども、今の時代いつ何が起こるかわからない、予測不能、想定外という言葉が一時期

流行りましたが、そういうことを色々と想像致します。 
	 このお盆休みを契機にして立秋を過ぎますと残暑見舞いという形になりますけども、今年

は 8 月の初めから猛暑が続きました。そんな中でつい 2 日程前の朝刊に載っておりましたけ
ども、日本人が旅行や帰省でたくさん移動をするようです。昨年のお盆休みは台風の影響も

あって、人の移動が今年よりも少なかったようです。セントレアを発着します国内線の全日

空と日本航空の利用客の数が、今年は昨年に比べて全日空では国内線で約 10％、国際線で約
5％利用者が増えたそうです。一方、日本航空では国内線で約 5％、国際線で約 20％利用客が
増えたそうです。また高速道路を利用した車の数も例年に比べて多かったということで、大

変多くの人の移動があったように思います。	 

	 9月に入っても残暑があるかもしれませんけども、会員の皆様はお体をご自愛ください。ま
た、元気な姿で 9月からの秋に向かっていかれることをご祈念申し上げております。	 
	 本日は 4 名のゲストの皆様にお越し頂きまして、この後のクラブ協議会では色々とご指導
を頂くことになりますが、どうかよろしくお願い申し上げまして、本日の例会の挨拶とさせ

て頂きます。	 
	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 幹事報告させて頂きます。 
・	 過日、8 月 5 日に開催されました第 2 回の理事会での承認
事項ならびに他クラブの例会変更等はお手元の幹事報告書

の通りでございますので、お目をお通しください。 
・	 来週の例会は会場を衣浦グランドホテルに変えまして移動例

会になりますので、お間違いのないようによろしくお願い致します。 
・	 本日の例会終了後に第2回のクラブ協議会を101号室で杉浦ガバナー補佐様を交えて開催
致しますので、役員、理事、委員長ならびに入会 3年未満の出席義務者の中で登録された
方は 13時 40分までにお集まりください。 

  
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 

	 総会員数 69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	 64／67名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 95.52％ 

	 欠席者 5名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

新美雅浩幹事 



 
＜ニコボックス委員会＞ 
西三河分区ガバナー補佐  杉浦世志朗様	 	 ガバナー補佐でおじゃまします。１年間宜し

くお願いします。 
第２７６０地区副幹事 澤田賢成様	 	 西三河分区杉浦世志朗ガバナー補佐訪問、宜しくお

願いします。 
西三河分区 分区幹事	 吉原孝彦様、分区副幹事 内藤昇様からもたくさん頂戴しました。 
山中	 寛紀君 本日は、杉浦ガバナー補佐はじめ、分区幹事、地区スタッフの皆様にご来 
新美	 雅浩君 訪頂き、誠にありがとうございます。クラブ協議会では宜しくご指導の程、

お願い申し上げます。 
長田	 昌昇君 澤田賢成君、ようこそ。 
  伊藤・木村・杉浦栄次・角谷信二・新美真司君、お世話になりました。 
加藤	 良邦君 お陰様にて猛暑の中、盆行事も残す所８月２３日、地蔵盆のみとなりまし

た。心より感謝致します！ 
  西三河分区ガバナー補佐杉浦世志朗様、２７６０地区副幹事様、ガバナー

補佐幹事様、分区副幹事様の御来碧、心より歓迎致します。 
鈴木	 並生君 子供自転車全国大会で、西端小学校が準優勝しました。関係者一同大喜び

です。 
石川	 春久君 六年ぶり、日本一の夢は、一発に阻まれました。アルプス席応援団はショ

ックでしたが、大同窓会になり、燃え尽きた夏の思い出となりました。泣

くな！！バッテリー。君達は次なるステージ、神宮の杜で早慶戦が呼んで

いる。待っている。頑張れ！！御声援ありがとうございました。 
木村	 徳雄君 
新美	 真司君 
伊藤	 正幸君 長田昌昇さんにお世話になりました。ありがとうございました。 
角谷	 信二君 
杉浦	 栄次君 
清澤	 聡之君 第２３回ＷＳＪ（ワールド・スカウト・ジャンボリー）に７月２７日～８

月９日の２週間、次男が参加して無事に帰ってきました。 
榊原	 	 健君 ８月８・９日、２日間に亘り、へきなんサマーカップ少年サッカー大会を

開催され、無事終了致しました。今年はへきなんＦ.Ｃが準優勝でした。 
西脇	 博正君 同級生 吉原孝彦君、ようこそ碧南ロータリークラブへ。 
鈴木きよみ君 賑やかなお盆でした。本家は大変ですが、とても嬉しかったです。 
小林	 	 尚君 長女に男児が誕生しました。初孫です。 
	 

	 

	 

	 

 



	 	 	 卓 話  
 
「ガバナー補佐訪問」  
西三河分区 ガバナー補佐	 杉浦世志朗様 
 
皆様、こんにちは。今年度の西三河分区ガバナー補佐を務めま

す、杉浦世志朗と言います。刈谷 RC所属でございます。 
先程はニコボックスを大変楽しく拝見させて頂きました。ありがとうございました。会長、

幹事様がニコボックスへの投稿が少ないと言われておりましたが、随分とたくさんあって驚

きました。ご苦労様でした。 
先程、会長・幹事・役員様と懇談会をしていたのですけども、碧南 RC さんは刈谷 RC の
子クラブだと紹介されておりましたが、刈谷 RC が 5 周年あたりの時に碧南 RC さんがスタ
ートされたということで私の個人的には親と子ではなくて、兄弟だなと思っております。こ

れからもずっと楽しく一緒にやっていけたらなぁと思っております。 
	 碧南RCさんは 57年目になって本当に立派なクラブで事業を見ていても私どもが何かを言
うということはないわけでして、色々独特な事業をやっていることも先程お話頂きましたし、

またその後のクラブ協議会でもしっかりと意見交換をして参りたいと思います。いずれにし

ても今日一日楽しくクラブ訪問させて頂ければなぁと思っております。 
ガバナー補佐の務めは加藤陽一ガバナーの地区方針をそれぞれの分区内クラブにしっかり

と実践して頂くように伝えるのが役目だと思っておりますので、ご静聴頂きますようよろし

くお願い致します。 
今年度、スリランカのラビンドラン RI会長のテーマですが、先程、碧南 RCさんの年次計
画書を見させて頂きましたら、テーマをはじめ、RI会長のお言葉がありましたのでしっかり
と読んで頂ければと思います。 
加藤陽一ガバナーは「ロータリーの原点に学ぶ」をテーマに、「友情と寛容の輪を拡げよう」

をサブテーマに地区方針を掲げられています。最近は研修が物凄く多く、以前のロータリー

の考え・行動と変わってきているなぁと感じ、寂しく思う方も結構いるようです。私が入会

させて頂いた昭和 63年頃には色んな大先輩がお見えになりました。私がロータリーに入りた
いと思いましたのは、その地区・地域を引っ張っていかれる方がたくさんお集まり頂いてい

る会でして、そういった皆様と共に自分も成長していきたいと思ったからです。入会させて

頂いたときに凄く印象に残っているのが、「一生懸命勉強させて頂きます。恥ずかしくないロ

ータリアンになります。」と話をしたときに大先輩から「ロータリーに入る人というのは完成

された人が入ってくるんだ。ロータリーで勉強するではなくて勉強してこい」というような

ことを言われまして、ロータリーは凄いとこだなぁと思ったことがありました。ロータリア

ンとして周りから見られたときに恥ずかしくない行動をしなければならない、地域のリーダ

ー的な存在なんだなぁとその都度感じて今までやって参りました。そういった意味ではガバ

ナー方針の「ロータリーの原点に学ぶ」ということであれば、創立記念日などの例会で「碧

南 RC の原点に学ぶ」という卓話を設けて頂いたらどうかなぁということで先程ご提言させ

杉浦世志朗様 



て頂きました。そこで地域から愛されるロータリー、ロータリアンとしてどうすれば良いか

ということを再度見つめ直し、わかるのではないかなぁと思っております。 
地区の行動方針ということでガバナーが 5つ掲げられております。 
１.	 高潔なロータリアンを目指し、常にバッジを着用する 
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 
であります。加藤ガバナーの思いを我々がしっかり受け止めて、方針に沿った活動をして頂

ければと思っております。 
その中で今年度地区からお願いがいくつかございます。 
第１.	 2015年 10月 24日、25日に名古屋の栄・久屋大通り公園で第 3回目のWFFが開催

されます。チケットを 1人 2枚以上購入して頂き、積極的に参加して頂きたいです。
また今回は西三河分区のブースも設置されます。 

第２.	 2015年 10月 31日、11月 1日に RI第 2760地区大会が岡崎東 RCの主管で開催さ
れます。是非、多くの方にご出席頂きまして地区大会を盛り上げていきたいと思っ

ております。 
第３.	 2016年 5月 28日～6月 1日に RI国際大会がソウルで開催されます。是非、参加を

お願いしたいと思っております。 
第４.	 会員増強を純増で 2 名以上して頂きたいというお願いです。2015 年 6 月末現在で

4,859名ということで目標を 5,000名以上にして 2760地区をもう 1度、1番の会員
数を誇る地区にしたいということでございます。 

第５.	 希望の風奨学金へ 1 人あたり 1,000 円の支援金を今年もお願いしたいということで
ございます。 

第６.	 RI会長賞への申請をお願いしております。 
ここからはガバナー補佐からのお願いになりまして、今年度もガバナー補佐杯のゴルフ大

会を 2015 年 11 月 23 日に葵カントリークラブにて開催致します。是非、大勢の方にご参加
頂ければと思っております。 
分区内事業としては 2016年 2月 20日に開催されます IMへのご出席をお願いしておりま
す。 
ガバナー補佐と致しまして、西三河分区 9 クラブの心は一つということを常に思っており
まして、親睦も含めた心が繋がるそういう絆を深めるという思いで 1 年やっていきたいとい
う所存でございます。 
	 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げましてガバナー補佐訪問の講演を終わらせて頂き

ます。どうぞ 1年間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９月２日（水）	  
クラブフォーラム「青少年活動助成金の贈呈」  
碧南市スポーツ少年団  本部長	 伴野義雄氏、  
碧南市スカウト育成連絡協議会  


