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●斉  唱 
 

ロータリーソング「ロータリー讃歌」 

 

●本日のお弁当 
 
 大正館 

 

●本日のお客様 
 

フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 総支配人 佐藤有子様 

刈谷ＲＣ 嶋津孝久様 

 

●本日の卓上花 
 
 ホソバユーカリ、スプレーバラ（エクレール） 

 

 
新 入 会 員 入 会 式  

 

新入会員 宮地秀夫君 

 

 

 

 
 
 
 

会 長 挨 拶  
 

こんにちは。昨日、こちらは晴れていましたけれども、即位

礼正殿の儀の時には東京も晴れて虹が出たということで、神の

力が働いたのかなという気が致します。 

 まずもって、9 日にお亡くなりになりました大竹密貴君の御

母堂様には、お悔やみを申し上げまして、心よりご冥福をお祈
伊藤正幸会長 

宮地秀夫君 



りしたいと思います。また、今回の台風 19 号で被災されました各地の皆様には、お見舞いを

申し上げますと共に 1 日も早い復旧をお祈り申し上げます。 

 2019 年 1 月に開催されました RI 理事会で、ロータリーの行動規範の周知について、ガバ

ナー事務局から取り次ぎがございましたので、ご報告させていただきます。行動規範が 5 つ

ございますけれども、5 番目に「ハラスメントのない環境を維持、支援することについて」が

新たに取り入れられましたことをご報告致します。定款細則と共に正式にまたお渡しさせて

いただきます。 

 さて、即位礼正殿の儀が皇居・宮殿 松の間にて執り行われました。皆様と共に私も国旗を

掲揚致しまして、陛下の弥栄をお祈りさせていただきました。神武天皇が東征の決意を述べ

られた後、大和盆地を平定し、橿原宮に初代天皇として即位をされて以来、126 代の即位礼

でございます。ラグビーワールドカップでの日本代表の正々堂々とした戦い、1949 年の湯川

博士以来、28 人目となる吉野博士のノーベル賞受賞などと共に世界最古の国としての日本の

姿、国民の民度が内外に示され、国民として誇りと勇気と喜び、そして何より日本人に生ま

れて良かったと心が温かくなった次第でございます。2000 年以降ですと、日本は欧米以外の

国としては唯一、複数のノーベル賞受賞者を輩出し、人口が 3 倍で世界中のエリートが移民

するアメリカに次ぐ受賞者の数だと中国のメディアも羨望の声をあげているということでご

ざいます。 

 今回のラグビー日本代表の姿から地域が一つになる個性のある多様性を持った一人一人が、

柔軟な発想で力を合わせてボールをつないでトライを決めていくという日本人の本質に見事

に適うその姿が、技術の伝承や改良により、新たな発明や発見の礎になり、多くのノーベル

賞受賞者を輩出する日本に重なるのではないかと今回のラグビーワールドカップの一人一人

の選手のプレーの中に感じ取った次第でございます。 

 2000 年の歴史を紡ぎ、天皇陛下のもと、人々が力を合わせて悲しみ苦しみを共にし、喜び

を分かち合う美しい日本、世界平和を願う日本、人々が技術を伝え合い、次々と新しい発明

や発見が生まれる日本であり続けることを日本のロータリアンとして、ロータリーの目的の

中核的価値観、行動規範を遂行することにより一助となれますことを祈念したいと存じます。 

 明日は世界ポリオデーでございます。世界のロータリーがポリオ根絶のために一体となっ

て活動する機会として、今年のプログラムはポリオ常在国と近年症例報告がございました国

でのポリオ根絶に尽力される方々のストーリーが紹介されます。明日の午後 7 時から 

Facebook でポリオ根絶特別プログラムが配信されますので、ご覧いただければと存じます。 

 本日は霜降、霜が降り始める頃ということでございます。新しい会員をお迎えして、喜ば

しいクラブの成長となりますが、寒暖差もありまして、今年はインフルエンザも早い流行が

懸念されております。会員の皆様にはご自愛いただきまして、ご活躍いただきますことをお

願い申し上げまして、本日の挨拶と致します。 

 どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 
 



  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。 

・ ガバナー事務所より、「第 7 回日台ロータリー親善会議 福

岡大会」のご案内が届いております。 

・ 当クラブが平成 5 年にロータリー財団国際親善奨学生とし

てお世話をしました石川文也様（立教大学 異文化コミュニケーション学部教授）より、「記

憶の囁聲」という図書出版のご案内をいただいております。サンプルがホワイトボードの

所に置いてありますので、是非ご覧になっていただきまして、ご希望の方は書店にてお求

めをお願い致します。 

・ チャリティーバザーの品物は本日と次週で集めますので、本日お忘れになった方は次週に

お持ち寄りいただきたいと思います。 

・ 千葉県台風 15 号の災害義援金のボックスを本日も回させていただいておりますけれども、

まだ目標に足りておりませんので、ご協力をよろしくお願い致します。 

・ 皆さんのお手元にロータリークラブの公共イメージポスターを配布してあります。皆さん

の各事業所等に貼っていただいてアピールをしていただきたいと思います。 

・ 本日の例会終了後に 201 号室にて歴代会長会議を開催致しますので、ご案内のメンバーの

皆様はよろしくお願い申し上げます。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

刈谷ＲＣ 嶋津孝久様  本日はお世話になります。貴クラブは初めての訪問です。 

加藤 良邦君  刈谷ロータリークラブ嶋津様、心より歓迎致します。 

        新入会員 宮地秀夫さんを御紹介させて頂きます。 

木村 徳雄君  何も変化なし。元気です。 

大竹 密貴君  母の通夜、葬儀へのご会葬、誠にありがとうございました。心より御礼申

し上げます。 

鈴木きよみ君  清澤聡之様にお世話になりました。ありがとうございました。 

杉浦 秀延君  本日の講師、フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 総支配人 

佐藤有子様をご紹介致します。 

 総会員数 66 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 11 名) 出席者 55 名 

 出席対象者 55／62 名 

  出 席 率    88.71％ 

 欠席者 11 名（病欠者 0 名） 

黒田泰弘幹事 



梶川 光宏君  本日の卓話講師 佐藤有子様をご紹介させて頂きます。 

宮地 秀夫君  本日より入会させていただきます。宜しくお願い致します。 

 
 

卓 話  
 

「フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空

港ご紹介」 

フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 

総支配人 佐藤有子様 

 

 只今ご紹介いただきましたフォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 総支配人

の佐藤と申します。ロータリークラブというお名前はずっとお聞きしておりましたけれども、

会員様の知り合いはおらず、本日はお時間をいただきましたことを本当に光栄に思います。

どうぞよろしくお願い致します。 

 本日は私共のホテルをご紹介させていただきたいと存じます。名前からお分かりいただけ

ると思うのですが、場所は中部国際空港セントレア構内にございます。フォーポイントとい

うブランドを皆様はあまりご存知ではないかと思います。私もこちらに着任するまで知りま

せんでしたが、マリオットグループになります。マリオットとシェラトングループが入って

おりますスターウッドグループが 2016 年に合併しております。それからマリオットの傘下に

入ったブランドになります。元々、シェラトンのブランドになるんですけれども、皆様がシ

ェラトンとお聞きになられた時にご想像されるのは、きっとフルサービスのホテルだと思う

んですが、私共はその中でもっとシンプル、カジュアルでご利用しやすいブランドになって

おり、料金も親しみやすい価格でご提供させていただいております。世界中に約 250 軒ござ

います。日本では函館に次ぐ 2 軒目になります。 

 ロケーションですが、中部国際空港の名鉄の駅を出て、徒歩約 6 分の所にございます。道

を挟んで、東横インさんが 2 つありまして、その手前にコンフォートさんがあるホテルのエ

リアになっております。 

 皆様方のお手元に配布させていただきましたパンフレットにホテルの写真が載っているん

ですけれども、デザイン性が非常に高いホテルというのがお分かりいただけるかなと思いま

す。常滑のモチーフが色々な所に取り入れられております。 

 ゲストルームはクラシックなデザインにモダンなディテールを織り交ぜ、快適な空間をお

届けしております。ベッドはコンフォートベッドで、非常に寝心地が良くなっております。 

 2 階にフィットネスセンターがございます。お泊りいただくお客様の中には、運動がルーテ

ィーンに入っている方がいらっしゃると思います。ルームランナーやベンチプレスなどを取

り揃えております。 

 館内にはお食事できる所がダイニングレストランとバーラウンジの 2 ヶ所ございます。ダ

イニングレストランでは、朝食、昼食、夕食の 3 回のサービスがございまして、セントレア

構内で夜遅くまでしっかりとお食事できる施設があまりございませんので、お泊りの時のお

佐藤有子様 



食事は夜遅くまでお楽しみいただくことができます。お料理にも地元の食材をたくさん使っ

ております。また、毎月テーマを変えて、お食事の内容もがらりと変えてご提供させていた

だいております。現在はドイツフェアになります。来月はフランスフェアになります。来ら

れた方でSNSに私共ホテルの写真をアップしていただくと抽選で毎月 1名の方にプレゼント

が当たります。バーラウンジはお家にいるような落ち着いた空間になっております。こちら

はお食事を単品でお楽しみいただけます。 

 空港にあるホテルなので、ご旅行の前後にご利用されるのがメインになるかと思いますが、

お近くにお住まいの方でホテルに泊まるのが目的でのご利用もいただいております。去年の

11 月 1 日にオープンして、年末年始に来られたお客様の半数以上が名古屋の方からで、ホテ

ルでお正月を迎えるという使い方をされておりました。お部屋の 7 割が海に面しており、オ

ーシャンビューを楽しめます。ちょっと離れただけでリゾート気分を味わえるホテルになり

ますので、是非ご利用いただければなと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

 

『10 月 24 日 世界ポリオデー「ポリオ根絶特別プログラム」配信動画鑑賞会』 

日時：10 月 24 日（木）19：00 ～ 

会場：エヌ･エヌ･ダイナー 

 

急な企画・ご案内にもかかわらず、ご参加頂きました会員の皆様には感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和元年１１月６日（水）クラブフォーラム「碧南の水道」 

碧南市開発水道部水道課 課長 山田勇樹氏 


