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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 
 
 バラ、ソリダコ、センニチコウ 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

こんにちは。本日、少し曇ってはいますが、昨日よりは過ご

しやすいかなと思います。先週の金曜日辺りから急に寒さが増

して、風も強くなっております。ご自愛いただきたいと思いま

す。 

 先週、黒田幹事と示し合わせたかのようにお休みをいただき

まして、3 週間ぶりの例会でございます。リフレッシュした心新たな気持ちで、今月の師走の

例会を迎えさせていただいておりますけれども、副会長の杉浦保子さん、副幹事の鈴木泰博

さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 先月の 13 日の例会の後、宮下住宅の植樹にたくさんの会員の方にお集まりいただきまして、

感謝申し上げます。大変綺麗に整備されておりました。そして、19 日の火曜日なんですけれ

ども、碧南 RC の緑化環境整備に対して、市役所にて禰冝田市長より感謝状を受けて参りま

した。碧南 RC の当初より連綿と続いておりますメンバーのご尽力に敬意を表する次第でご

ざいます。そして、23 日の勤労感謝の日はガバナー補佐杯でございましたけれども、参加し

伊藤正幸会長 



ていただいた方には奮闘していただきまして、飛び賞がたくさんあったんですけれども、誰

も呼ばれることなく、最後の最後に優勝者が藤関さんということで盛り上がりました。あり

がとうございました。 

 今月は疾病予防と治療月間ということでございますけれども、たまたま先週お休みをいた

だきまして、カンボジアのメコン川の河畔のクラチエという街で行われました小児外科医と

口腔外科医と麻酔科医がコラボした手術プロジェクトがございまして、そちらの方に行って

参りました。集まった患者さんは小さい子が 41 名ということで、貴重な体験をさせていただ

いた訳ですけれども、今回私が担当させていただいたのは、小児の口唇口蓋裂の手術を 4 例

と扁桃肥大と口唇の血管腫の計 6 例でございました。手術に必要な器具とか機材が全くござ

いませんので、こちらから持参した糸を使ったのですが、それもなくなってしまいました。

子供の手術は細い糸を使わないと後で瘢痕になってしまうんですけれども、残念ながらそこ

の病院にある糸を使うということで、まだまだ支援することがたくさんあるなと感じて帰っ

て参りました。 

 2014 年までは 12 月は家族月間でございまして、家族月間に家族と地域社会への献身を示

すためということで、碧南 RC もクリスマス家族会が毎年開催されております。今年度も今

月の 21 日にクリスマス家族会を開催させていただきますので、奥津委員長をはじめ、親睦活

動委員会の皆様には大変お世話になりますけれども、どうぞよろしくお願い致します。 

 本日、年次総会、次年度理事役員選挙が開催されます。いよいよ本日より次年度が動き出

すことになる大切な日でございます。そして、早いもので本年度も半分が過ぎようとしてお

ります。ガバナー訪問、地区大会等々、そして、本日の年次総会と無事経過しているんじゃ

ないかなと思っておりますけれども、これも会員の皆様や事務局の間瀬さんの絶大なご協力

のおかげだと、感謝申し上げる次第でございます。しかし、まだ半年以上ございますので、

これからもご協力をいただきますことをお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

 本日も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、ロータリーレート変更のお知らせは、幹事報告

書の通りでございます。 

・ 沖縄県の首里城火災の支援で募金箱を回させていただいて

おりますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

・ 本日の例会終了後に第 6 回理事会を開催致しますので、ご案内のメンバーの皆様はお集ま

り願いたいと思います。よろしくお願い致します。 

・ 本日、大正館様よりお歳暮をいただきましたので、お礼を申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 

 

 
 

黒田泰弘幹事 



  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

杉浦 保子君 夏に中村獅童さんの超歌舞伎を京都南座で見た時の短歌です。すばらしい

舞台でしたよ。 

黒田 泰弘君 先週は例会を欠席させて頂きました。鈴木副幹事には代役をして頂き、本

当にありがとうございました。 

加藤 良邦君 去る１１月３０日、京都本山に於いての行事に会員の黒田昌司さん夫妻、

倉内裕さん夫妻にご出席を頂き、深く感謝致します。 

新美 惣英君 おかげをもちまして還暦を迎えることが出来ました。お祝いをありがとう

ございます。ちなみに体組成計では４４歳と出ましたので、年齢を聞かれ

たら４４歳と答えさせて頂きます。 

角谷 信二君 家族に還暦の祝いをしてもらいました。感激！！ 

山中 寛紀君 先週火曜日夜からまる１週間、孫が高熱を出し娘が連れてきた為、妻が１

日中孫の面倒につききりとなり、私も皿洗いや洗濯干しと色々手伝うこと

が多く疲れきり、やっと昨夜から静かな生活に戻りました。 

粟津 康之君 雑貨部会東京研修旅行では、会員の皆様に盛りたてていただき、大変感謝

しています。 

石井 和哉君 粟津様、東京では大変お世話になりました。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 １日 新美 惣英君（還暦） 

２日 角谷 信二君（還暦） 

５日 小林  尚君    ８日 長田 康弘君   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 

 総会員数 66 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 11 名) 出席者 54 名 

 出席対象者 54／62 名 

  出 席 率    87.10％ 

 欠席者 12 名（病欠者 0 名） 



結婚記念日 

 ９日 小林  尚君・みゆき様 ３５年  １１日 森田 雅也君・千恵子様 ３１年 

１２日 杉浦 秀延君・初野様  ２６年  １４日 山田 純嗣君・茅子様  ６４年 

１５日 木村 徳雄君・小百合様 ２８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 

 
 

年 次 総 会  
 

 定款第 7 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。 

 黒田幹事より定足数が会員総数 66名中出席者 54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。現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財

務報告に引き続き、次年度理事役員選挙について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。 

 山中寛紀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、岡本明弘次年

度会長より以下の通り発表された。 

 

会長          岡本 明弘 

直前会長        伊藤 正幸 

会長エレクト      新美 雅浩 

副会長         藤関 孝典 

幹事          鈴木 泰博 

副幹事         粟津 康之 

会計          大竹 密貴 

会場監督（SAA）    服部 弘史 

クラブ奉仕委員長    長田 和徳 

職業奉仕委員長     平岩 辰之 

社会奉仕委員長     岡本 彰人 

国際奉仕委員長     清澤 聡之 

青少年奉仕委員長    森田 雅也 

ロータリー財団委員長  杉浦 勝典 

 

 

 

岡本明弘次年度会長 



 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和元年１２月１８日（水） 

卓話「人口乳房で微笑を ～常滑焼「型」職人の挑戦～」 

㈱マエダモールド 代表取締役 前田茂臣氏 


