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●会長 鈴木 健三 

●幹事 角谷  修 
●会場監督(SAA) 粟津 康之 
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■会報委員 岡本彰人・鈴木きよみ・小笠原良治・新美真司 

 
●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 
 
 バーゼリア（ウッジーアイ）、ソネット（ブラックジャック） 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。今日は手短に話したいと思っておりま

す。 
 もうすでに冬になったはずなんですが、まだまだ本格的な寒

さは我々の元には届いてないようです。皆さんはいかがお過ご

しでしょうか。私は爽やかな 1 日を過ごすために数年前から夜

明けと共に起きて、まずは日本経済新聞、そして中日スポーツ、 後に中日新聞と順番に読

み、その日の気分でコーヒーかアールグレイの紅茶を飲みながら朝のテレビ番組の WBS で

世界の経済状況、早い話が株価の動静を調べてから仕事を始めています。 
 そんな私や角谷修幹事、皆さんを更に爽やかな気持ちにさせてくれる年次総会、次年度の

役員・理事の指名が本日これからございます。もちろん我々、元役員・理事も今現在頑張っ

て 60 周年に充てる年度内の事業を遂行しているつもりでございますが、次年度の伊藤会長を

はじめ、役員・理事の皆さんは我々以上に頑張ってくれるものと信じております。 
 本日の例会もよろしくお願い致します。 

鈴木健三会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

  幹 事 報 告  
 
 幹事報告をさせて頂きます。 
・ 例会変更のお知らせは、幹事報告書の通りでございます。 
・ ガバナー月信 12 月号掲載のお知らせが届いております。 
・ 直前ガバナー事務所より「神野ガバナー年度月信 終号修

正について」の修正シール、差し替えのプリントが届いて

おります。43 ページと 60 ページの差し替えをお願い致します。 
・ 碧南高浜防犯協会連合会より「年末の安全なまちづくり県民運動の実施について（お願

い）」が届いております。 
・ 本日の例会終了後に第 6 回の理事会を開催致しますので、理事の皆様よろしくお願い致し

ます。 
・ 本日、大正館様より皆様にお歳暮をいただきました。ありがとうございました。 
  
  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
鈴木 泰博君  先日は黒田昌司様に大変お世話になりありがとうございました。 
        粟津様、先日は楽しい時間をありがとうございました。 
杉浦 秀延君  母校、碧南工業高等学校弓道部機械科２年長田健大君は、第３７回全国高

等学校弓道大会県大会個人競技３位になり、今月２４日から岡山県で開催

される全国大会に出場することになりました。弓道で全国大会出場は学校

創立以来初めての快挙です。 
        母校、碧南工業高等学校電子研究部の生徒さん７名、今年７月に開催され

た全国高校総体（インターハイ）裏方として大会を盛り上げた各競技開始

までの日数を知らせたカウントダウンボードを製作。作品はＬＥＤで数字

だけではなく、文字も流せるデジタル表示ボードで完成度の高さが評価さ

れ、来年７月開催地の鹿児島県より「愛知の高校生の思いを受け継ぎたい」

と県に依頼があり、お嫁入りすることになりました。部活動の時間では足

りず、夜も学校に残り苦労した成果が大きく実りました。 
 

 総会員数 70 名 (内出席免除者 19 名の内出席者 11 名) 出席者 60 名 

 出席対象者 60／62 名   出 席 率    96.77％ 

 欠席者 10 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷 修幹事 



＜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 

８日 長田 康弘君   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 

 

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  １１日 石井 和哉君の奥様  英子様 

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 ３４年  １１日 森田 雅也君・千恵子様 ３０年 

１２日 小笠原良治君・恵子様  ４４年 

１２日 杉浦 秀延君・初野様  ２５年（銀婚） 

１４日 山田 純嗣君・茅子様  ６３年  １５日 木村 徳雄君・小百合様 ２７年 

２１日 新美  孝君・信子様  ６１年  ２４日 尾藤 有康君・千絵様  １０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 8 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。 
 角谷幹事より定足数が会員総数70名中出席者60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。 
 石橋嘉彦委員長より次年度役員・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、伊藤正幸次年

度会長より以下の通り発表された。 
 
 
会長          伊藤 正幸 
直前会長        鈴木 健三 

伊藤正幸次年度会長 



会長エレクト      岡本 明弘 
副会長         杉浦 保子 
幹事          黒田 泰弘 
副幹事         鈴木 泰博 
会計          西脇 博正 
会場監督（SAA）    永坂 誠司 
クラブ奉仕委員長    新美 雅浩 
職業奉仕委員長     杉浦 栄次 
社会奉仕委員長     岡島 晋一 
国際奉仕委員長     貝田 隆彦 
青少年奉仕委員長    岡本 耕也 
ロータリー財団委員長  長田 豊治 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次回例会案内 
 

平成３０年１２月１９日（水） 
卓話「川柳は心の憂さの吹きだまり」 
半田大衆演芸くらぶ 槍田家志よ朝氏 


