
第２８７１回例会 平成３０年６月２０日(水) 

2017-2018年度 国際ロータリーのテーマ 

    

 
 
 
 
 

●会長 木村 徳雄 

●幹事 角谷 信二 
●会場監督(SAA) 長田 和徳 

■例会日  毎週水曜日 12:30  ■例会場  碧南商工会議所ホール 

■事務局  碧南商工会議所内   〒447-8501 愛知県碧南市源氏神明町 90 
      TEL<0566>41-1100  FAX<0566>48-1100 
      ホームページ：http://www.hekinan-rc.jp 
      E-mail:info@hekinan-rc.jp 

■会報委員 貝田隆彦・黒田泰弘・岡島晋一 

 
●斉  唱 
 

ロータリーソング「今日も楽し」 

 
●本日のお弁当 
 
 小伴天 

 
●本日の卓上花 
 
 スプレーバラ、スプレーカーネーション、ワックスフラワー 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。最後の私の例会の挨拶でございます。

よろしくお願い致します。 

 先週の 13 日の例会が終わってからゴルフ部会で石川県の金

沢に行きまして、金沢 1 泊の片山津カントリークラブでゴルフ

をしまして、優勝はできませんでした。約 2 年ぶりに主計町の

芸者さんと 1 晩むちゃくちゃ遊んできました。1 番行きたかったのが、金城樓という金沢で

は有名な料亭でございまして、幹事さんにお願いして行きました。なんとそこで社長が出て

きまして名刺交換をしましたら、彼は僕よりも若いのですけどもロータリークラブのメンバ

ーでした。本当に美味しい日本酒をたくさん飲みまして、2 次会も行きまして、3 次会は記憶

が無いという状態でした。次の日に朝から楽しいゴルフをやりました。 

 15 日は 2760 地区の会長、幹事が全員集まっての打ち上げをナゴヤキャッスルでやりまし

て、かなり楽しませていただきました。1 年間の事業をビデオで流されまして、本当にこれで

1 年間が終わったなと思っておりました。 

 後からまたご挨拶をさせていただきますけども、私の拙い会長職を皆さんが支えてくださ

ったので、1 年間やり抜くことができました。会長職が終わったから終わるということではご
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※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

ざいませんから、ずっとロータリークラブの活動をしていきたいと思いますので、よろしく

お願いしまして、最後の会長挨拶にさせていただきます。 

 本当に 1 年間どうもありがとうございました。 
 

  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は幹事報告書の通りでございます。 

・ 次回より引き出しの位置が変わりますので、引き出しの書

類等は本日お持ち帰りください。 

・ 本日の例会終了後に 201 号室にて第 8 回の 60 周年記念正

副委員長会議がございますので、関係の皆様方はご出席をよろしくお願い致します。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス委員会＞ 

木村 徳雄君  碧南ＲＣの役員、会員の皆様一年間大変お世話になりました。ありがとう

ございました。 

平岩 辰之君  この一年、皆様にお世話になりました。ありがとうございます。 

角谷 信二君  一年間ありがとうございました。 

角谷  修君  一年間お世話になりました。 

鈴木 並生君  ロータリー財団委員会一年間お世話になりました。 

新美 真司君  昨日、大正館さんに無理を聞いていただき、ありがとうございました。 

伊藤 正幸君  クラブ奉仕委員会の皆様の御協力ありがとうございました。 

岡本 明弘君  ロータリー情報委員長として一年間お世話になりました。 

山中 寛紀君  してやったり。西野ジャパン見事初戦コロンビアに勝利。どんな形でもワ

ールドカップでは勝つことが大きな喜びです。これから益々寝不足が続き

そうです。 

森田 雅也君  職業奉仕委員会、一年間ありがとうございました。 

杉浦 栄次君  会員増強委員会、一年間ありがとうございました。 

藤関 孝典君  先週のゴルフ遠征（片山津ゴルフクラブ）で優勝させて頂きました。ゴル

フ幹事の皆様、一年間ご苦労様でした。 

 総会員数 71 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 11 名) 出席者 62 名 

 出席対象者 62／66 名   出 席 率    93.94％ 

 欠席者 11 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 
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        国際奉仕委員会、一年間ありがとうございました。 

永坂 誠司君  一年間大変お世話になりました。そしてご協力誠にありがとうございまし

た。青少年奉仕委員会委員長 

杉浦 保子君  社会奉仕委員会です。一年ご協力ありがとうございました。感謝です。 

林  俊行君  一年間、ニコボックス委員会へのご協力誠にありがとうございました。お

陰様で目標達成できました。 

鈴木 泰博君  親睦活動委員長の鈴木です。会員の方々や委員会メンバー皆様のおかげで

一年活動ができました。ありがとうございました。 

岡本 耕也君  出席奨励委員会として一年間ご協力ありがとうございました。 

苅谷 賢治君  お陰様でプログラム委員を無事に終えることができました。ありがとうご

ざいました。杉浦秀延さんには大変お世話になりました。 

岡島 晋一君  今年一年ゴルフ部会への活動に多数のご参加頂き、誠にありがとうござい 

梶川 光宏君  ました。また来年度も宜しく御願い申し上げます。 

杉浦 邦彦君  先週のゴルフ部会遠征に多数の皆様にご参加頂き、誠にありがとうござい

ました。無事に終える事が出来ました。木村会長、角谷幹事、金沢の夜を

案内下さり、ありがとうございました。 

山口日出子君  お誕生日お祝いをみなさんにしていただきました。１６日当日ギックリ腰

になり、寝たきりの一日でした。誠にありがとうございました。 

安井  稔君  ６月末をもちまして、退会させていただきます。２年３ヶ月、大変お世話

になりました。碧南ＲＣの益々の発展を祈念しております。 

 
 

最 終 例 会  
 

「役員挨拶」 

会長挨拶 木村徳雄会長 

 先程の会長挨拶で言わせていただきましたけども、まずもっ

て、副会長の平岩さん、幹事の角谷さんをはじめとする役員の

皆さん、また、委員長、会員の皆様、本当に 1 年間碧南 RC の名

前を穢さずに無事に終えられたことが安心でございまして、感謝申し上げます。 

 思い起こせばクラブ奉仕委員長というものを指名されまして、各地で違いますが碧南 RC

はクラブ奉仕委員長を受けると会長エレクトが自然的に回ってきて会長になるというのがル

ールで、刈谷は社会奉仕委員長を受けるとそういうふうになるというのがあります。クラブ

奉仕委員長を受けた時には本当にやるのかなと思いながら何とかなるだろうという部分があ

りました。昔、青年会議所の時に会長をやったことがあるのですけども、その時も色々と考

えながらやりましたが、青年会議所の会長とは違うものがありました。碧南の町の中で色々

な財界の方との交流とか、碧南 RC の会長ということで碧南市の行事にたくさん参加させて

いただきました。私は建設会社をやっておりますけども、それとは違う見方というのがござ

いまして、すごい経験をさせていただきました。本当に思ったのが、60 周年があるからその
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露払いじゃないですけども、まぁ無難に 60 周年を楽しく迎えられるような財源集めだとか

色々なことを考えていけば良いのかなと思っておりました。ただ、ここ数年というかずっと

思っているのが、毎回毎回ガバナーが何を言っているかというと、退会防止と会員増強でご

ざいます。碧南 RC というのは、無理に会員を入れるということはしないというか、ただ、

碧南の町に住んでいる方、ましてや経済人の方に声を掛けさせていただいて入ってもらって

おります。今年は 2 名の増強ができまして、久々に 70 名という大台に乗ったというのがある

のですけども、本当に親睦メインで後は何も考えておりませんでした。 

 この 1 年、雑学ということでニュースなどを調べていると、国会議員さんは何をやってい

るのかなというのもあったし、新聞やニュースは本当に正しいことを伝えているのかなとか

がありまして、フラストレーションが溜まったのが現実で、本当のことを普通に言えば良い

のにと思いました。 

 碧南 RC は品位があって伝統がありますし、商工会議所の会長さんや教育委員会の委員長

さんや市長さんなど、色々なことをやっておられる方がたくさんいらっしゃいまして、碧南

の町の中で知らない方がいないというか名誉市民の方もたくさんおられるということであり

ます。そういう会に入って会長をさせていただきまして、方針としては原点に回帰して親睦

を深めて、会員の皆様と元気で明るく楽しい 60 周年を迎える準備をしたいということであり

ましたけども、できたかどうかはわかりません。本当に 1 年間皆さんのおかげで会長職を終

えることができました。私を会長として選んでいただきまして、本当にありがとうございま

した。 

 

副会長挨拶 平岩辰之副会長 

 こんにちは。今の心境を申し上げますと、「もう 1 年過ぎた

のか」と思っております。 

 会長の補佐として 1 年間お手伝いができたかどうかは疑問

でございますが、木村会長、角谷幹事お疲れ様でございました。

また、理事、役員、各委員長様には 1 年間本当にお世話になり

ました。副会長としては、会長が元気に例会に全出席していただ

ければ何も補佐する必要はないことを願っておりましたが、残念ながら 4 回ほど会長が休ま

れましたので、当初の補佐役の管理目標の「例会いのち」度数率は下がってしまいましたが、

木村会長の親睦を深め、楽しい例会の方針に沿って各委員長さんのおかげもあって「楽しい

例会」度数率は 100%以上達成できたかと思います。ともかく会長が毎週色々なお話をすると

いうことは、大変なプレッシャーとパワーがいることと感じました。軽くそつなくこなす木

村会長に関心致しました。今年度副会長が 4 回も挨拶したことは前代未聞でございますが、

聞いていただいた皆様には心より感謝申し上げます。 

 最後に皆様のご指導とご協力により、「ロータリーに変化をもたらす」という RI テーマに

沿って楽しい例会作りにふさわしい 1 年を過ごさせていただきました。本当にこの 1 年間あ

りがとうございました。 

 失礼致しました。 

平岩辰之副会長 



幹事挨拶 角谷信二幹事 

 失礼致します。思い起こせば一昨年、年が明け、次年度が始

まる頃からその年は副幹事ということで何とか例会というも

のがどういうものかという部分を知ることができました。席位

置が皆様方と対面しますので、少し照れくさいのが半面と皆様

方が良く見えるというのが実感でございました。 

 予定者の研修が終わりまして、次年度の方は頭の中がいっぱい

だろうと思います。木村会長からは「好きにやれ」とか「任した」とか言われましたけども、

何分、体育会系でございますので、喋ることは乱暴でございまして、理事会等々は終わりと

いう部分で議事等々を勝手に進めさせていただいたのが良かったのか悪かったのかはわかり

ませんがそんなことを感じます。 

 本当にありがとうに尽きる 1 年でございますし、先ほど、平岩副会長が言われましたよう

に会長がよく休んだので、私はなるべく例会には欠席をせずに、という思いで皆出席するこ

とができました。幹事という職は、前年の新美君から私、次年度まで同業のお仕事というこ

とで、どこへ行っても碧南 RC は動くことが好きなのか、逃げることが好きなのかわかりま

せんけども、他のクラブに変わったクラブというか大変楽しそうなクラブという部分を言わ

れました。これも皆様方が本当に楽しく例会に出ていただいたものと感じます。燃え尽きて

はおりませんけども、しばらくゆっくりと会員として 7 月からは参加させていただきますの

で、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３０年７月１１日（水）１７：３０～ 

インフォーマルミーティング、クラブ協議会 決算報告・予算の審議 
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