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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 

 

●本日のお弁当 
 
 大正館 

 

●本日の卓上花 
 
 染めカーネーション、オーニソガラム 

 

 
 

新 入 会 員 入 会 式  
 
 

新入会員 山口 健君 
 

 

 
 

 
 
 
 

  会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。先週 1 週間、職業奉仕活動ご苦労様で

ございました。先週のクイズですが、問題が簡単すぎるという

ことで非常に不評でございましたので、今日は難しい問題を出

そうかなと思っております。先週の答えは、牛と羊でございま

す。 
榊原 健会長 

山口 健君 



 先週の卓話でマジックを見せて頂き、お茶の中に自分の記したトランプのカードが入って

いました。それを頂きまして、家に置いておいたら女性従業員に気持ちが悪いと言われ非難

轟々でございましたけども、まだタネがわかっておりません。マジシャンというのはたいし

たものだなと思っております。 

 12 月 1 日にロータリー研究会というものがございました。そこでノーベル賞を受賞された

名大の天野先生が特別に講演をされました。1 時間程度だったのですけども、青色発光ダイオ

ードのお話をされましたが、その話にはあまり興味がなくて、興味があったのは天野先生の

教室で研究者の人達と研究する時に掛かる年間の研究費についての話でした。それが大体 33

億円だそうです。ところが、その後に発表されたアメリカのある大学では 4 兆円近いお金を

研究費として使っているということでした。この差は何なんだと思い、これでは日本の研究

者は皆アメリカに行ってしまうなと思いました。その後、ロータリーから寄付されたお金が

少額でちゃんちゃらおかしいと思わず笑ってしまいましたけども、そのような基礎分野に掛

けるお金は世界に比べて日本は低く、アメリカが群を抜いて高く、中国がそれに迫る勢いで

研究費を使っています。お隣の韓国でさえ、日本の数倍以上のお金を使っています。日本は

基礎のところにもっとお金を使わなければいけないのではないのかなと思っております。 

 昨日、西三河の会長・幹事会が行われました。どの地区の方も地区の近況を報告された時

に私は水上スポーツセンターでペアボートに乗った話をしたら、幹事に叱られました。残り

半年間何回叱られるかわかりませんけども、頑張ってやっていきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願い致します。 

 今週の問題です。リオのオリンピックには残念ながら出場されませんでしたけども、日本

の最高齢の選手がオリンピックに出場したのは何歳でどんな競技でしょうか。 

 今週 1 週間、よろしくお願い致します。 
 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 他クラブの例会変更等は幹事報告書の通りでございます。 

・ ガバナー月信 12 月号の掲載が届いております。URL より

ご覧になるか、クラブの受付に一部印刷してありますので、

ご覧ください。 

・ ガバナー事務所よりガバナーナイトのお知らせが届いております。アトランタでございま

すけども、2 万円の登録料で我こそはと思う方はご登録をお願い申し上げます。 

・ 碧南 RC が後援ということで、西三河願いごとカウントダウンフェスタ実行委員会より報

告書等が届いております。ご一読ください。 

・ 西尾 KIRARA さんと岡崎東さんの役員、理事の決定のご通知が届いておりますので、ご

報告申し上げます。 

 

 

 
 

新美惣英幹事 



※十週連続出席率 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＞ 

森田 英治君 本日入会の新入会員 山口健さんを紹介させていただきます。 

小笠原良治君 出席予定でしたが、残念欠席します。 

        先日、インフルエンザの予防接種を予約しようとしていたら、妻、娘そし

て孫までが、○○先生が良いと強く推薦を受け、接種しました。さすが名

医。ありがとうございました！ ア！忘れていました。○○名医は山中名

医です！！皆様もどうぞ。女、子供の言うことにまちがいなし。 

大正館様には大変無理を言い、ありがとうです。 

小笠原家では結婚記念日を祝う習性がなく、毎年ＲＣで祝っていただき、

ありがたいです。あと何回かな？ 

倉内裕君、ありがとう。次をまっています。 

新美 惣英君 おかげさまで５７年。何とか皆様のお導きで幸せに生きてきました。 

角谷 信二君 久々の優勝でしたので、忘れてしまいました。スイマセン。良い誕生プレ

ゼント頂きました。 

平松  太君 先日“まごころの会”の打合せ会を行いました。とっても楽しい時を過ご

しました。杉浦保子さん、とっても８０才過ぎていると思えませんでした。 

山中 寛紀君 新装された大正館さん、明日医師会例会で初めておじゃまします。楽しみ

にしています。 

石川 鋼逸君 先日のガバナー補佐杯でベスグロを取らさせて頂きました。岡本耕也さん

に勝ててうれしいです。 

山口  健君 本日より入会させて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 １日 新美 惣英君    ２日 角谷 信二君    ５日 小林  尚君 

１１日 山口  健君   ２１日 大竹 密貴君   ２４日 貝田 隆彦君 

２９日 服部 弘史君 

 

 

 総会員数 71 名 (内出席免除者 18 名の内出席者 10 名)出席者 52 名 

 出席対象者 52／63 名   出 席 率    82.54％ 

 欠席者 19 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 



奥様誕生日 

 １日 杉浦 秀延君の奥様  初野様   ２日 林  俊行君の奥様 としめ様 

７日 鈴木 健三君の奥様 美津子様   ８日 平岩 辰之君の奥様  範江様 

８日 粟津 康之君の奥様  尚子様  １９日 榊原  健君の奥様  陽子様 

２１日 山口  健君の奥様 由里子様 

 

結婚記念日 

 ９日 小林  尚君・みゆき様 ３２年  １１日 森田 雅也君・千恵子様 ２８年 

１２日 小笠原良治君・恵子様  ４２年  １２日 杉浦 秀延君・初野様  ２３年 

１４日 山田 純嗣君・茅子様  ６１年 

１５日 木村 徳雄君・小百合様 ２５年（銀婚） 

１６日 菅原  優君・恵子様  ３８年  ２１日 新美  孝君・信子様  ５９年 

 

入会記念日 

２日 伊藤 正幸君、梶川 光宏君、石川 鋼逸君、杉浦 邦彦君 

７日 山口  健君 

１５日 新美  孝君 

 
 

年 次 総 会  
 

 定款第 6 条第 2 節、細則第 4 条第 1 節により、年次総会の開

会を宣言する。 

 新美幹事より定足数が会員総数71名中出席者52名で会員総

数の 3 分の 1 以上の出席があり、総会が有効に成立する旨を報

告された。議長より経過説明として指名委員会の設置、指名委員

が決定された。 

 黒田昌司委員長が欠席のため、長田豊治委員より次年度役員・理事の発表があり満場一致

で承認される。 

 次年度役員・理事により理事会が開催され、担当委員会の委員長を選任し、木村徳雄次年

度会長より以下の通り発表された。 

 

 

会長          木村 徳雄 

直前会長        榊原  健 

会長エレクト      鈴木 健三 

副会長         平岩 辰之 

幹事          角谷 信二 

副幹事         角谷  修 

木村徳雄次年度会長 



会計          西脇 博正 

会場監督（SAA）    長田 和徳 

クラブ奉仕委員長    伊藤 正幸 

職業奉仕委員長     森田 雅也 

社会奉仕委員長     杉浦 保子 

国際奉仕委員長     藤関 孝典 

青少年奉仕委員長    永坂 誠司 

ロータリー財団委員長  鈴木 並生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成２８年１２月１７日（土）衣浦グランドホテル 

１７：００～ 年忘れ家族会 

 

平成２８年１２月２１日（水）は１７日の振替休会 

 

平成２８年１２月２８日（水）、平成２９年１月４日（水）は、 

定款第６条第１節Ｃによる休会 

 

平成２９年１月１１日（水） 新年例会 


