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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 
 
 パイナップルリリー、スプレーカーネーション 
 
 

 会長・幹事バッチ伝達  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

新 入 会 員 入 会 式  
 

新入会員 長田一希君、石井和哉君 

 

 
 

 

木村直前会長から鈴木新会長へ 角谷直前幹事から角谷新幹事へ 

石井和哉君、長田一希君 



 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。新会長らしく先日まで日本中を巻き込

んだ話題から入りたいと思います。 

 まずもって、桂歌丸師匠のご冥福をお祈り致します。丁度 1

年前、新会長というのはどんなことを話すのだろうと、私珍し

く謙虚な気持ちで木村直前会長の挨拶を聞いていたのを思い

出しております。社交辞令が少し入りますが、私には木村直前会長のように雑学を交えて話

すほどの特別な知識がある訳ではなく、その前年度の榊原会長のようにクイズを使うという

斬新なアイデアがある訳でもないので、毎回その日に合わせたテーマで挨拶をしてみたいと

思っております。そして、やっぱり先日のサッカーワールドカップで日本は残念ながら敗退

してしまいましたが、新戦力となった柴崎選手、乾選手、原口選手のように本日 60 周年の初

日に入会される長田一希君や石井和哉君にも更なる 60 年への夢の期待を託すものでござい

ます。尚、サッカーといえば、後ほど、ニコボックスの中で榊原健先生、名古屋グランパス

の監督を真剣に狙ってみえる山中寛紀先生が必ず触れられると思いますので、よくお聞きく

ださい。 

 後ほど、私の役員挨拶の中で、改めて今年度皆さんにお願いすることがございますが、何

と言ってもまずは60周年記念式典と併せて1年間小さなことからコツコツと一生懸命に色ん

な事業を展開していきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 幹事報告書に他クラブの例会変更が記載されておりますの

で、よろしくお願い致します。 

・ ロータリーレートの変更のお知らせということで、国際ロ

ータリー日本事務局より連絡がございました。7 月のレー

トが 1 ドル 110 円で 6 月と同じだそうです。 

・ 直前ガバナー事務所より、「第 5 回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ 結果報告」が届い

ております。 

・ 碧南 RC のホームページ更新のお知らせということで、ID とパスワードが記載の通りに

なりますので、よろしくお願い致します。 

・ 本日、資料の中に当クラブの例会変更、休会のお知らせということで 1 枚紙を配布させて

いただいております。次回の開催はインフォーマルミーティングになります。開催時間が

17 時 30 分より当商工会議所で行いますので、よろしくお願い致します。 

・ 次回以降、クラブフォーラムと致しまして、7 月 18 日、25 日、8 月 1 日の 3 回に亘り各

委員会の委員長より説明がございます。もし日程のご都合がつかない場合は幹事にご連絡

鈴木健三会長 

角谷 修幹事 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

をお願い致します。 

・ 本日の例会終了後に第 1 回の理事会を開催致しますので、メンバーの方はよろしくお願い

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＞ 

鈴木 健三君  ロータリークラブ６０周年に当たる本年度一生懸命、会長を務めさせてい

ただきます。合言葉は「夢の続き６０年・小さな事からコツコツと！」で

す。 

木村 徳雄君  直前会長をつとめます。一年間宜しくお願いします。 

伊藤 正幸君  鈴木泰博さん、山口日出子さん、お世話になりました。 

非才ですが、鈴木会長のもと一所懸命勉強いたします。御指導よろしくお

願い致します。 

新美 宗和君  やることのない副会長ですが、一年よろしくお願いいたします。 

角谷  修君  一年間、皆さまにはお世話になります。よろしくお願い申し上げます。 

黒田 泰弘君  本年度より、副幹事をさせて頂きます。皆様よろしくお願い致します。 

西脇 博正君  本年度も会計を担当させていただきます。よろしくお願いします。 

加藤 良邦君  この度６０周年実行委員長をおおせつかりました。いたりませんが、どう

ぞ宜しくお願いします。 

        去る、６月２９日第４３回交通安全祈念祭つとめさせて頂きました。交通

安全協会鈴木並生さんならびに多数の方々に大変お世話になりました。有

難うございました。 

平岩統一郎君  新入会員の長田一希さんを紹介します。 

黒田 昌司君  米山記念委員会にご厚情をお願い致します。 

鶴田 光久君  職業奉仕委員長をおおせつかりました。１年間よろしくお願いします。 

清澤 聡之君  社会奉仕委員長を努めさせて頂きます。よろしくお願い致します。 

竹中  誠君  国際奉仕委員会にて一年間お世話になります。 

岡本 明弘君  クラブ奉仕委員長として、一年間皆様にお世話になります。よろしくお願

い致します。 

山中 寛紀君  サッカーワールドカップ・ロシア大会、７月４日未明には初のベスト８入

 総会員数 72 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 10 名) 出席者 60 名 

 出席対象者 60／66 名   出 席 率    90.91％ 

 欠席者 12 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 



り、９０分間夢を見させて頂きましたが、やはり今回もお預けでした。４

年後は是非現地で応援したいと夢見ています。 

新美 雅浩君  ロータリー情報委員長を拝命しました。一年間宜しくお願い致します。 

榊原  健君  鈴木健三会長、これから１年宜しくお願いします。呼びすてにしないよう

頑張ります。 

粟津 康之君  今年度、会場監督を努めさせていただきます。よろしくお願い申しあげま

す。 

服部 弘史君  本年度、広報雑誌委員会委員長を務めます。よろしくお願い致します。 

大竹 密貴君  今年度、親睦活動委員会委員長を務めさせて頂きます。どうぞよろしくお

願い致します。 

岡本 彰人君  クラブ会報委員会を務めます。よろしくお願い致します。 

杉浦 秀延君  プログラム委員会にて１年間お世話になります。 

梶川 光宏君  本年度ゴルフ部会幹事長を務めさせて頂きます。宜しくお願い致します。 

石川 鋼逸君  出席ニコ委員会、一年間宜しくお願い致します。 

 
 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

１２日 新美  孝君（米寿） 

１５日 木村 徳雄君   ２４日 尾藤 有康君   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 

 

結婚記念日 

１２日 篠田 由男君・麻希様  ２６年 

 

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 

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 

８日 小林  尚君 

２３日 西脇 博正君 



ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「役員挨拶」 

会長挨拶 鈴木健三会長 

 皆さん、こんにちは。度々どうもすみません。今回は碧南が

生んだ偉人藤井達吉は、人には何が大切だと思っていたのでし

ょうかを、60 周年を迎える碧南のロータリアンが考えるという

かなりマニアックな観点で少し話してみます。 

 さて、藤井達吉先生の知名度は美術館が 10 周年を迎えたこともあり、今でこそ愛知県内で

はまずまずですが、その人となりまでをよく知っている方はこの中でも倉内裕先輩や長田豊

治先輩をはじめ、極少数の方しかいませんが、実は私ももちろんお会いしたことはありませ

んがなかなかのご縁なのであります。 

 私はお祖父さんに当たる常八っちゃんの孫と呼ばれる鈴木家の 10 代目で、９代目の父の常

次の長男として生まれました。父はお祖父さんが九という数字を嫌って 8 代目の次というこ

とで、次ぐという字が付けられました。その次の代の私は名前に十が付けられる訳でもなく、

また、長男なのですが何故か三の字が付いていて、幼い頃から長男なのに何故三なのだと言

われてきました。ここからいよいよ藤井達吉先生が登場するのですが、藤井先生に健三と名

付けられ、今年で 63 歳の私は昭和 30 年の 1 月 18 日生まれなので、初代クラウンが発売さ

れたこの頃は、藤井先生は碧南にてとてもお元気だったということになります。当時の父は

藤井先生に絵を習っていて、長女の生まれた 6 年後に待望の長男として私が生まれ、父は嬉

しくてたまらなかったので、絶対に断られないように最高に機嫌の良い時を見計らって名付

け親をお願いしたそうです。父が命名をお願いした時、藤井先生はたった 1、2 分でさらさら

と健三と書いた紙を渡しながら、名前はわかりやすいのが良い。一郎、次郎、太郎、花子が

良いんだと明言されたそうです。長くなりますので話を急ぎますが、私の健三の健は健やか、

三は順番や序列を意味する三ではなく、全てという意味だそうです。巷で言われる三国一の

花嫁、三国志というのは、3 つの国の中で 1 番ということではなくて、全ての国という意味

で、三国一の花嫁は即ち世界中の全ての国の中で 1 番の花嫁、三国志は世界中全ての国の歴

史という意味なんだそうです。そんな訳で今年度は三国一の碧南 RC と言われるように頑張

って参ります。ですから皆さん、全てが健やかという模範的な人間がここにいる訳でござい

ます。 

 では、人間の全てとは何ぞやということですが、藤井先生に言わせると、真・善・美・智・

徳・体の 6 つが人の全てだそうです。この 6 つの内、1 つでも持っていれば人間はとても素

晴らしいことなのに、これら全てが健やかであればこれ以上の人というのは存在しないとい

うことだそうです。 

 今年度、碧南 RC60 周年に当たり、私は気が小さいので、小さなことからコツコツとしか

できませんが、役員をはじめ皆さんには大胆にズバズバ意見を言っていただきたいと社交辞

令ではなく心底思っております。この 1 年間、全ての行事が健やかに過ごせますようにと今

朝、称名寺にもお参りしてきましたので、よろしくお願い申し上げます。 

鈴木健三会長 



以上、新会長の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い致します。 

 

 

副会長挨拶 新美宗和副会長 

 皆さん、こんにちは 

 先ほど、鈴木会長があんまし引き出しが無いようなことを言

っておられましたけども、美術や芸術の方に造詣が深くて、素

晴らしい話を 1 年間聞けるのではないかと楽しみにしており

ます。 

 私は何の取り柄もありませんので、1 年間じっとしておりたい

なと思っております。鈴木会長には元気で 1 年間出てきていただいて、なるべく私を煩わせ

ないようにしていただきたいなと思う次第でございます。できれば、何にもしないで 1 年間

終われば良いなと思っておりますので、1 つ皆さんよろしくお願い致します。 

 ありがとうございました。 

 

 

加藤良邦６０周年実行委員長 

 皆さん、こんにちは。只今ご紹介いただきました、この度天

の声のご下命によりまして実行委員長を務めさせていただく

ことになりました。僭越ではございますけども、どうぞよろし

くお願い致します。 

 私どもの業界ですと大体 50 周年で終わります。先祖代々

というふうになる訳でございますけども、ロータリークラブ

は 60 周年、70 周年、100 周年と続いていかなければなりません。因みに 70 周年の実行委員

長をやりますという方がおられましたので、この場をお借りしまして今後とも体にご自愛を

いただいて、是非 10 年頑張っていただきたいというふうに思っております。 

 そんなことで、長田豊治幹事に助けていただきまして今日まで 8 回の実行委員会を開催致

しました。私はとにかく 60 年先輩方が積み上げてこられましたこの和やかな規則正しいクラ

ブを続けていっていただくために、懇親会も記念式典も穏やかな皆さんと一緒に 60 周年を祝

う会にしたいというふうに思っております。因みにその日時は、来年の 4 月 6 日の土曜日に

衣浦グランドホテルさんにお世話になりまして式典と懇親会を開催する予定でございます。 

 皆様方の温かいお力をいただいて、是非楽しい、実りある、前に向かって進む会、記念式

典にしたいと思っておりますので、変わらぬお力添えを賜りますようによろしくお願い致し

ます。 

 ありがとうございました。 

 

 

 

新美宗和副会長 

加藤良邦 60 周年実行委員長 



幹事挨拶 角谷 修幹事 

 失礼致します。今年度幹事を務めさせていただきます角谷で

す。よろしくお願いします。 

 何を話せば良いか考えてこれば良かったのですけども、なん

せ、ドタバタドタバタ訳の分からないことだらけで、1 年間頑

張らなければいけないなと思っております。あとは会長を支え

られるように頑張りたいと思うのですけども、今までロータリー

をあまり勉強してこなかったので、知らないことだらけで大変な状態になっております。 

 今年度は 60 周年ということで、是非皆様方のご協力を賜り 1 年間頑張っていきたいと思い

ますので、よろしくお願い致します。 

 簡単ではございますが、幹事の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成３０年７月１８日（水） クラブフォーラム「各委員長方針説明」 

角谷 修幹事 


