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●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、ユウギリソウ、ドラセナゴッドセフィアナ 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。1 年間の長い間、どうもお世話になり

ました。高い所からではございますが、心より感謝申し上げま

す。 
 現在の役員の活動状況でございますが、3 日前の 16 日（日）

に平松則行青少年委員長と角谷修幹事と私とで、白鳥にありま

す名古屋学院大学へ学友青少年交換シンポジウムというのに出席して参りました。内容は防

災・減災についてでありました。昨日、震災が起きたようでございますが、気を付けて行こ

うかなと思っております。防災体操というのがあったんですが、後程、角谷修幹事の方から

披露していただけると思います。よろしくお願い致します。 
 さて、今年度の碧南 RC60 周年、皆様のおかげで記念事業、記念式典・祝宴を滞りなく過

ごすことができました。これも皆様のおかげだと心より思っておりますので、感謝を申し上

げます。 
 そして、最後の最後、私の得意分野でございます腕時計について少しだけお話ししたいと

思っております。TAG Heuer というスポーツ時計のブランドメーカーがあるんですが、昨年

度珍しくスマートウォッチを出しました。1 つはサッカー会場で見る用の腕時計で、これは実

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。 

売価格 40 数万円です。それから、もう 1 つは今年のバーゼルで出たのが、サッカーの実売価

格 20 数万円で出ております。ゴルフの方は、ゴルフをやられる方もたくさん見えますので使

って見えると思いますが、TAG Heuer のサッカー仕様は結構優れもんでありまして、ゴール

が入った時は盤面が発光してゴールと出ます。それから、レッドカードが出た時、盤面が赤

色に点滅して反則した選手の番号が出ます。そして、イエローカードが出た時、盤面が黄色

に発光して反則した選手の番号が出ます。もし、見たい方がございましたら、松坂屋 5 階か

高島屋 12 階、また、銀座の中央通りではなくみゆき通りをちょっと入っていただきますと

TAG Heuer の本店がありますので、一度見ていただくとちょっと欲しいかなと思っていただ

けると思います。 
 本当に 1 年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。 
・ 例会変更のお知らせは、幹事報告書の通りでございます。 
・ ガバナー事務所より、RI ロータリーボイスに愛知三州 RC

の記事掲載のお知らせが届いております。 
・ 本日が最終例会になります。引き出しの位置が変わります

ので、空にして帰っていただくようにお願い致します。 
・ 第 15 回の 60 周年正副委員長会議を 7 月 24 日（水）の 13 時半より 201 号室にて行いま

すので、よろしくお願い致します。 
・ 本日、山中寛三先生の通夜を 19 時より真心ホール浄心で行います。また、葬儀も明日の

10 時より真心ホール浄心で行いますので、皆様お参りをよろしくお願い致します。 
・ 本日飲まれているお茶ですけども、前回の卓話の講師に見えました川床様よりいただきま

した鹿児島の知覧茶になります。 
  

  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  一年間、お世話になりました。 

木村 徳雄君  鈴木会長、１年間お疲れ様でした。又、ゴルフ幹事の皆さんご苦労様でし

た。仙台ではありがとうございました。 

 総会員数 67 名 (内出席免除者 17 名の内出席者 13 名) 出席者 57 名 

 出席対象者 57／63 名   出 席 率    90.48％ 

 欠席者 10 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷 修幹事 



新美 宗和君  ありがとうございました。 

伊藤 正幸君  会長エレクトとして、一所懸命勉強いたしました。ありがとうございまし

た。 

角谷  修君  一年間、会員の皆様のご協力で無事に幹事の職を送れました。ありがとう

ございます。 

        先日のゴルフ部会遠征で、ゴルフ幹事の皆様には大変お世話になりました。

ありがとうございます。 

長田 豊治君  ６０周年記念誌を本日配ることが出来ました。委員会の皆様と一心舎さん

のご尽力に感謝します。寛三先生のご霊前に報告します。６０周年記念事

業はこれで終わります。感謝、感謝。 

石橋 嘉彦君  一年間、ロータリー財団委員会でお世話になりました。皆様からの心温ま

る御寄付に感謝申し上げます。 

奥田 雪雄君  １年間、会員選考職業分類委員会委員長として、お世話になりました。あ

りがとうございました。 

清澤 聡之君  おかげさまで社会奉仕委員長を無事務めることができました。ありがとう

ございました。 

竹中  誠君  国際奉仕委員会、一年間お世話になりました。 

        去る６月１５日、市長様、議長様出席にてオイスカ碧南高浜推進協議会の

総会が終りました。皆様にお世話になりました。 

岡本 明弘君  クラブ奉仕委員長として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。 

山中 寛紀君  碧南ロータリークラブ６０周年記念誌が出来上がりました。委員長の私の

力不足により委員の皆様に大変お世話になり有難うございました。特に直

接印刷製本に従事された岡本委員様には多大なご負担を掛け、申し訳有り

ません。また最後までサポート頂いた長田豊治様と事務局間瀬様にも心よ

り御礼申し上げます。 

粟津 康之君  一年間ＳＡＡとして、みなさまのご協力いただきながら、努めることがで

きました。ありがとうございました。 

服部 弘史君  広報雑誌委員長服部です。一年間ありがとうございました。 

大竹 密貴君  親睦活動委員長として、皆様には大変お世話になりました。心から感謝申

し上げます。 

鈴木 泰博君  先日のゴルフ部会遠征ありがとうございました。楽しい時間を過ごすこと

ができました。ゴルフ部会幹事の皆様、大変お世話になりました。 

岡本 耕也君  ゴルフ部会遠征ゴルフで優勝させて頂きました。幹事のみなさん１年間あ

りがとうございました。 

杉浦 秀延君  第１８回全日本ビーチバレージュニア選手権大会愛知県予選会、生田・詫

間ペア（共に３年生）が優勝！昨年に引き続き連覇達成！！碧南工業高校

としては、３年連続の出場となる快挙です。６月８日（土）開会式の後、

碧南工業高校の控え席に、禰冝田市長さんがみえ、激励の言葉を頂くサプ

ライズが有り、いよいよ予選リーグ戦の開始となりました。その後、決勝



トーナメント２回戦まで終え、本校チームは苦戦し、唯一、生田・詫間ペ

アのみが残る結果でこの日は終了。９日（日）は、朝からのドシャブリと

冷え込みで心配しておりましたが、本人たちは緊張感もなく、いつもと変

わらない様子で安心しました。準決勝は、生田・詫間ペア対瑞穂高校でし

た。拮抗した試合展開でしたが、うまいプレーが多かった生田・詫間ペア

が勝利しました。もう一つの準決勝は、刈谷高校と岡崎北高校です。こち

らも大変良い試合でした。実は、刈谷高校とは今年の春休みから合同で練

習をしている仲でした。岡崎北高校は春のインドアバレーで名電高校を破

り、県で優勝したチームです。そのメンバーからの出場で、前評判の高い

ペアでした。結果は、競り合いの末、岡崎北高校ペアが勝ち、決勝進出。

決勝戦は、本校、生田・詫間ペアが最初から攻め、サーブや小技が冴え、

終始４・５点のリードを堅持したままの勝利でした。現在は、国体予選と

ジュニア選手権大会（大阪府阪南市）に向けて、トヨタ自動車ビーチバレ

ー選手からのご指導を仰いでいます。先週は、１２日（水）、１４日（金）

の共に午後から行なわれました。また、禰冝田碧南市長への表敬訪問を１

８日（火）、昨日終えました。今後の大会で、良い結果報告ができますこと

を楽しみにしております。応援よろしくお願いします。 

梶川 光宏君  無事に最終の６月ゴルフ部会仙台遠征を終える事ができました。一年間大 

杉浦 邦彦君  変お世話になりました。ありがとうございました。 

石川 鋼逸君   

石川 鋼逸君  出席奨励ニコボックス委員会委員長の石川鋼逸です。一年間、鈴木会長の

もと大変皆様にはお世話になりました。一年間例会１００％誠にありがと

うございました。 

牧野 勝俊君  ゴルフ部会の遠征、大変お世話になり感謝申し上げます。皆さんにパワー

を頂きました。 
 
 

最 終 例 会  
 
「役員挨拶」 
会長挨拶 鈴木健三会長 
 改めまして、皆さん、こんにちは。既に私の挨拶もかなり飽

きて見えると思いますので、ごくごく簡単にしたいと思います。 
 只々、60 周年の記念式典事業を滞りなく行いたいなと思って

おりましたのが本音でございます。皆様にたくさんご協力いただきまして、まずまず行えた

のではないかなと思っております。 
 そして、本日、大変嬉しいことがありました。私の前の会長であります木村徳雄さんに明

石公園の回数券をいただきました。今週の日曜日に孫と行って観覧車を買い占めたいと思い

ます。是非、観覧車には近づかないようにお願いしたいと思います。 
 1 年間ありがとうございました。 

鈴木健三会長 



副会長挨拶 新美宗和副会長 
 皆さん、こんにちは。最終例会でこうやってお話しをさせて

いただきます。 
 60 周年を迎えたロータリークラブで、副会長という大任を

仰せつかりまして、本当にありがとうございました。 
 今年 1 年は私がなるべく出てこないように鈴木会長の健康

と事故がないようにということで、毎朝、神棚と仏壇に手を合わ

せておりました。その甲斐がありまして、今日この日を迎えることができました。皆さんの

おかげをもちまして、鈴木会長の 1 年が終わろうとしております。 
 私はあんまり言うことはありません。只々、1 年何事もなく終わったことに感謝しておりま

す。本当にありがとうございました。 
 
幹事挨拶 角谷 修幹事 
 まずは、皆さん、本当に 1 年間大変お世話になりました。ま

た、事務局の間瀬さんにも大変お世話になりまして、無事に今

日を迎えることができました。 
 当初、会長から幹事の話がありまして、どんなもんなのかな

と前任の角谷幹事や幹事経験者の方に聞いて、「何にもだよ。」

と言われたんですけども、いざ開けてみたら大変な職種でありま

した。特に周年があったということもありますけども、周年以上に 10 という括りの部分で地

区から色んな記事を書けということで、依頼がきました。私は文系ではありませんので、文

字を書くのは大変苦手としましたけども、何とか記事を書かせていただきました。 
 また、今年度は 60 周年ということで、皆様が活躍されまして無事に終えることができたこ

とが一番の喜びだと感じております。さすが碧南 RC の方々の力は凄いなと感じました。他

のクラブの周年にも何度か出させていただきましたけども、やはりパワーの違いを感じるの

が現実でございました。その中でまたすぐに次年度が始まりますけども、伊藤会長、黒田幹

事のバックアップができるようにしたいと思っております。 
 本年度、一番残念なのが、多くの退会者が出てしまったことが本当に心残りでございます。

是非、来年以降は会員拡大の援助ができるように微力ながら頑張っていきたいと思います。 
 先程、会長から防災体操の話がありましたけども、大変申し訳ないですがあんまり覚えて

いなくてできません。 
 本当に 1 年間、皆様にはお世話になりまして、大変ありがとうございました。 
 
 

次回例会案内 
 

令和元年７月１０日（水） １７：３０～ 碧南商工会議所 
クラブ協議会「決算並びに予算報告」・インフォーマルミーティング 

新美宗和副会長 

角谷 修幹事 


