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●斉  唱 
 

国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 

 
●本日のお弁当 
 
 スペシャルメニュー 衣浦グランドホテル 
 
●本日のお客様（敬称略） 
 
〈公職関係〉 
 愛知県知事    大村 秀章    碧南商工会議所   会頭 鈴木 並生 

碧南市長     禰冝田政信    碧南警察署     署長 安藤 正久 
 碧南市議会 議長 沓名  宏    碧南市教育長       生田 弘幸 
 愛知県議会 議員 石井  拓    碧南商工会議所 専務理事 石川  央 
〈友好団体〉 
 碧南ライオンズクラブ   会長 齋藤 太志 
 （一社）碧南青年会議所 理事長 比嘉 穣治 
〈ロータリー関係〉 
 RI 第 2760 地区ガバナー補佐 寺部 保美  高浜ロータリークラブ 会長 鈴木 康博 

 西三河分区 分区幹事    杉山 敏幸  高浜ロータリークラブ 幹事 長坂 竜夫 
 刈谷ロータリークラブ 会長 鈴木文三郎  知立ロータリークラブ 会長 鈴木 民也 
 刈谷ロータリークラブ 幹事 豊田 貴久  知立ロータリークラブ 幹事 杉原 透恭 
 安城ロータリークラブ 副会長 藤井 英樹  西尾 KIRARA ロータリークラブ 会長 大須賀慶一 
 安城ロータリークラブ 幹事 杉山 淳一  西尾 KIRARA ロータリークラブ 幹事 鈴木 昭夫 
 西尾ロータリークラブ 会長 鳥居 祥雄  三河安城ロータリークラブ 会長 古居 一雄 
 西尾ロータリークラブ 幹事 石川 哲朗  三河安城ロータリークラブ 幹事 渡邊 真一 



 西尾一色ロータリークラブ 会長 太田 幹浩 
 西尾一色ロータリークラブ 幹事 田中三千雄 
〈報道関係〉 
 中日新聞社碧南通信局      通信局長 福澤 和義 
 中部経済新聞社刈谷支局      支局長 片桐 芳樹 
 ㈱キャッチネットワーク  代表取締役社長 松永 光司 
   

創立 60 周年記念式典  
 

式典次第                司会者 中村かつら 
  点鐘                  会長 鈴木 健三 
  開式のことば          副実行委員長 平岩統一郎 
  国歌斉唱「君が代」 
  ロータリーソング「奉仕の理想」 
  来賓紹介               副会長 新美 宗和 
  物故会員を偲び黙祷           司会 
  会長挨拶                会長 鈴木 健三 
  実行委員長挨拶          実行委員長 加藤 良邦 
  記念事業発表並びに目録贈呈       会長 鈴木 健三 
   碧南市の小学校へ防犯カメラ１２台と楽器の整備費として合計１００万円を寄贈 
  感謝状贈呈             碧南市長 禰冝田政信 
  記念品贈呈               会長 鈴木 健三 
    スポンサークラブ  刈谷ロータリークラブ 
    チャーターメンバー 山中 寛三 
  感謝状贈呈（歴代会長５名）       会長 鈴木 健三 
  ２０年以上皆出席者表彰 記念品贈呈    会長 鈴木 健三 
    代表 山田 純嗣 
  来賓祝辞             愛知県知事 大村 秀章 
                    碧南市長 禰冝田政信 
    国際ロータリー第２７６０地区ガバナー補佐 寺部 保美 
  祝電披露                司会 
  閉式のことば          副実行委員長 平岩統一郎 
  点鐘                  会長 鈴木 健三 
 
 
 
 
 
 

（敬称略）



 
会 長 挨 拶  

 
「60 周年を迎えて」 
 

皆さん、改めましてこんにちは。 
碧南 RC は昭和 34 年（西暦 1959 年）に刈谷 RC をスポンサ

ーとして創立され、初代平岩会長のもと、高潔な志を持った

24 名の会員により誕生致しました。歴代の会長と会員により奉仕の理念を実践し、好意と友

情を深めながら素晴らしい伝統を受け継いできたことを大変誇りに思っております。 
 碧南市は愛知県のほぼ中央に位置し、北は県内唯一の天然湖沼「油ヶ淵」、東は矢作川、西

と南は衣浦港に囲まれ、市内には 16 本の川が流れる水と温暖な気候に恵まれ、ロータリーク

ラブは街の皆様と共に発展を続けてまいりました。 
 その碧南 RC が 60 周年を迎えた今年度の RI 会長のテーマは「BE THE INSPIRATION
（インスピレーションになろう）」、地区ガバナーはそれを受けて「あなたの街でロータリー

を！あなたの街からロータリーを！～ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう

～」の地区活動方針を掲げられました。私はこれを聞いてなぜか、生意気にも、お二人の言

葉を妙に素直に飲み込むことができました。その証に、この数年、私が他地区を訪れた時、

当地区に見える方達からは必ず、当碧南のチャーターメンバーのお名前をはじめ、諸先輩方・

現メンバーの様々な功績が語られ、お褒めをいただけることでした。これが自分自身に対し

て言われているのではないと分かっていても結構心地良いものであり、クラブの和やかな伝

統も受け継いできたと自負しております。今後も 60 年の重みを鑑み、更なる 60 年にも夢が

あり活気あるクラブであり続けられるよう心から祈っております。 
 いつの間にか、当たり前のように「人生 100 年」と言われるようになった今日、我が碧南

RC がさらに 70 年、80 年と切磋琢磨し、クラブの奉仕の理念と夢を次世代へ繋ぎ、100 周年、

そして、さらなる 120 周年を迎えられるように祈っております。 
 結びにあたり今後とも、多くの皆様からさらなるご指導、ご鞭撻をお願い申し上げますと

共に、心よりの御礼と感謝を申し上げ、ご挨拶と致します。 
  

実 行 委 員 長 挨 拶  
 

失礼致します。 
碧南 RC 創立 60 周年記念式典を迎え、多数のご来賓の方々

のご臨席を賜り、こうして初々しく開催できますことを心より

感謝申し上げます。また、会員のメンバーの奥様方にもご出席

いただきまして、ありがとうございました。 
碧南 RC は昭和 34 年 4 月 8 日、刈谷 RC 様をホストのもとに県下 16 番目のクラブとして

誕生致しました。9 月 27 日のチャーター・ナイトの前日には、未曽有の被害をもたらした伊

勢湾台風の上陸がございました。大変な雨風の中、24 名のチャーターメンバーの方々の熱い

想いで厳粛にチャーター・ナイトが決行されました。その熱い志を今日まで 60 年、先輩諸兄

加藤良邦実行委員長 

鈴木健三会長 



から連綿と続いてまいりました。本日はそのチャーターメンバーのお一人であられます山中

寛三先生もご出席をいただいております。先生はあと一月で 100 歳を迎えられるということ

でございます。先生ありがとうございました。 
私どもは会長が言われました通り、70 年、80 年に向かって会員相互の親睦を更に深め、奉

仕と友愛の輪を広げ、地域の皆様方に親しまれ、愛されるロータリークラブを目指し、会員

一同、力を合わせて頑張ってまいりたいと考えております。皆様方にもどうか変わらぬご支

援とご指導を賜りますようにお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 
本日はどうもありがとうございました。 

   
来 賓 祝 辞  

 
愛知県知事 大村秀章様 
 

皆様、こんにちは。ご紹介いただきました愛知県知事の大村

秀章です。本日は碧南 RC 創立 60 周年記念式典がこのように

盛大に開催されますことを心よりお慶び申し上げます。 
 1959 年の創立以来、緑化事業をはじめ、様々な事業や社会奉仕活動に取り組んでいただき

ましたことに心から敬意と感謝を申し上げる次第でございます。また、創立 60 周年記念事業

の一環として、地元の小学校への防犯カメラの整備や楽器の購入など、多額の寄贈をいただ

いたということでありまして、鈴木会長をはじめ歴代会長の皆様、そして加藤実行委員長を

はじめ会員の皆様方に心から感謝と敬意を表するものでございます。これからも大いにこの

碧南の発展、振興にご尽力を賜りますように何卒よろしくお願いを申し上げる次第でござい

ます。 
 さて、私ども愛知県は「日本一元気な愛知」ということで、様々な活動に取り組んでおり

ます。その中でこの碧南におきましては、1957 年に衣浦港が重要港湾に指定され、1973 年

には衣浦トンネルが開通するなど、臨海工業地域としてめざましい発展を遂げてきました。

また、水と緑に囲まれた「みなとまち」として、「白しょうゆ」をはじめとする醸造業や、「へ

きなん美人」のブランド名で有名なニンジン栽培など、伝統産業や農業もバランスよく発展

しております。 
 そうした中で、長年、地域に根付き、地域の発展に寄与してこられましたロータリークラ

ブの皆様方の存在は誠に大きく、その役割は今後益々大きくなるものと認識しております。

これからも様々な社会奉仕活動を通じて、碧南の発展にご貢献いただきますよう、よろしく

お願い申し上げたいと思っております。 
 碧南 RC の益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝を祈念致しまして、お祝いのご挨拶と

させていただきます。 
 本日はおめでとうございました。 
 
 
 

大村秀章様 



碧南市長 禰冝田政信様 
 

どうも皆様、こんにちは。碧南市長の禰冝田です。本日は碧

南 RC 創立 60 周年記念、誠におめでとうございます。 
 ロータリーの皆様には、毎年、主には植樹に関して多額のご

寄付をいただいております。歴代会長をはじめ役員、会員の皆

様の地域貢献への取り組みに心から敬意と感謝を申し上げま

す。 
 さて、碧南市は「世界に誇る碧南市を目指して」をテーマに市政に取り組んでおります。

碧南市には、その歴史や風土を礎として、先進的な事業、類稀な施設、伝統的な産業が数多

くあります。これらに磨きをかけ、「碧南市は世界に誇れるぐらいの素晴らしいまちである」

と、多くの市民に思ってもらうことこそが、「世界に誇る碧南市」になる道筋だと考えます。 
 近年は外国の皆様が増えてきました。7 万 3 千人の内、5 千人が外国人ということで、この

外国人の皆様にいかに活躍してもらうかというシステムを碧南市が日本に先駆けて作らなけ

ればならないと思っております。そのためにも工場などを誘致して、働く場を増やすことが

人口増加に繋がると思っております。 
 今後も、「世界に誇る碧南市」を発信するとともに、ビーチスポーツやスケートボードとい

った若者に人気のスポーツ、新たな雇用や産業振興等を通じ、「世界に誇れるぐらいの素晴ら

しいまち」と思っていただけるまちづくりを積極的に推進してまいります。 
 碧南 RC の今後益々のご発展を祈念申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。 
 本日は誠におめでとうございます。 
     
国際ロータリー第 2760 地区ガバナー補佐 寺部保美様 
 

本来ですと、村井ガバナーからご祝辞があるかと思いました

けども、春日井 RC の周年事業と重なっているため、私が代わ

りにということで仰せつかりました。力不足ではございますが、

よろしくお願い致します。しかし、村井ガバナーは 4 月 3 日の

例会にご出席になってお祝いの気持ちをお伝えになったとい

うことで、なんだかホッとしております。 
 さて、碧南 RC の皆様、創立 60 周年、誠におめでとうございます。日頃はロータリー活動

に深いご理解とご協力を賜りまして、心から感謝申し上げます。 
 今年度、ガバナー補佐としてのクラブ訪問・ゴルフ親睦大会・IM と大きな行事を無事済ま

せることができました。これも皆様の温かいお力添えのおかげと御礼申し上げます。 
 今日までの碧南 RC の 60 年の歩みは、重みのある貴重な歴史でございます。碧南 RC 設立

の頃の国内のロータリー活動は、各自の事業に倫理性をもって職業奉仕としての活動を行う

ことでクラブの奉仕事業を発展させてまいりました。その後、地域への社会奉仕を活発にし、

国際奉仕への道を歩むこともロータリーの重要な使命となってまいりました。このようなロ

禰冝田政信様 

寺部保美様 



（敬称略）

ータリー活動の変遷とともに、碧南 RC は堅実に 60 年の歴史を築いてこられました。設立当

初 24 名の会員から着実に会員を増やし、ここ 20 年以上は 70 名前後と安定して推移してお

ります。70 名の会員を 20 年以上も維持することは、容易なことではありません。60 年の間、

会員一人ひとりがクラブを愛し、会員同士が尊敬し合い、多くのロータリーの奉仕活動を実

践してこられたこととご推察致します。このことは、クラブにそれだけの魅力がある証であ

ると確信しております。 
 ロータリークラブとして大切な「入会した会員を温かく包み込む雰囲気」、「例会に出席し

て良かった。次回も出席しよう。と感じさせるクラブ運営」、「楽しく、年齢差、異業種を超

えた会員同士の強いつながり」、「例会そのものが有意義であり、親睦を強く・深く図ること

のできるクラブ活動・諸行事」などを今日まで展開されてきた 60 年の功績には、心から敬意

を表します。 
 今年度の碧南 RC の事業計画書には、鈴木会長をはじめ会員の皆様がクラブを大切に思う

心、気持ちが各委員会の計画に溢れております。「クラブを大切にしよう。絆を強くしよう。

更なる 60 年に向けて夢を多く持とう。友情の輪を家族や地域に広げていこう。」と。そして、

地域に密着した地域貢献事業の実践を計画されております。ロータリアンとしての「思いや

りの心・温かみ」を感じます。 
 更なる 60 年に向けて、「私のクラブで」、「私の街で」、そして、「私の街からロータリーを！」

と地域の多くの人々を巻き込み、60 年間育んできたクラブの誇らしい歴史と伝統を広くアピ

ールし、世界に向けてインスピレーションしてまいりましょう！ 
 本日は誠におめでとうございます。 
  

創立 60 周年記念祝宴  
 

司会者 中村かつら 
  開宴のことば              司会 
  会長挨拶                会長 鈴木 健三 
  乾杯              刈谷ＲＣ会長 鈴木文三郎 
  懇談 
  ジャズコンサート          ボーカル エレノア・シー 
                     ピアノ 近藤 有輝 
                  ウッドベース 谷井 直人 
  お礼の言葉            実行委員長 加藤 良邦 
  ロータリーソング「手に手つないで」 
  万歳三唱                   森田 英治 
  閉宴のことば              司会 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
●4 月 10 日（水）のお客様（ビジター） 
 
 刈谷ＲＣ 坂 茂君     半田南ＲＣ 榊原和久君 


