
第２９３９回例会 令和２年１月８日(水) 

2019-2020 年度 国際ロータリーのテーマ 

    
 
 
 
 
 

●会長 伊藤 正幸 
●幹事 黒田 泰弘 
●会場監督(SAA) 永坂 誠司 

■例会日  毎週水曜日 12:30  ■例会場  碧南商工会議所ホール 

■事務局  碧南商工会議所内   〒447-8501 愛知県碧南市源氏神明町 90 
      TEL<0566>41-1100  FAX<0566>48-1100 
      ホームページ：http://www.hekinan-rc.jp 
      E-mail:info@hekinan-rc.jp 

■会報委員 鈴木きよみ・林 俊行・平松則行・石川鋼勇 

 
●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 
 
 ガーベラ、カーネーション、ユーカリ 
 
 

新 入 会 員 入 会 式  
 

新入会員 鈴木 洋君 

 
 
 
 
 
   

会 長 挨 拶  
 

皆様、あけましておめでとうございます。正月三が日は風が

強かったかなと思うんですけれども、天気に恵まれました。今

朝は一天にわかにかき曇り、こんな時期から春の嵐かというよ

うな感じの雨風で、子供たちが学校に行くのもちょっとかわい

そうだなという状況でしたが、現在は日差しが出て暖かくなっ
伊藤正幸会長 

鈴木 洋君 



てしまいました。もう春が来たのかなという気候になっておりますけれども、まだまだ寒さ

が続くかなと思いますので、皆さんご自愛いただきたいと思います。旧年中は格別のご指導

ご協力を賜りましたことを心より御礼申し上げたいと思います。本年もより一層のご指導ご

協力をお願い致します。 

 今年の干支は庚子ということで、皆さんも色々な所でお聞きになっていると思いますけれ

ども、新たな芽吹きと繁栄の始まり、つまり、新しいことを始めると上手くいく、大吉であ

ると指し示しているそうでございます。前回の庚子は 1960 年でございまして、ローマオリン

ピックで男子体操が金メダル、日産からセドリックが発売されまして、タカラトミーのダッ

コちゃんが 550 万個売れ、1 億円の売り上げを出したということです。また、キリンが缶ビ

ールを初めて出したとか、ソニーのトランジスタテレビの発売などがありました。人口は 30

年前の 1930 年から約 414 万人増えたということで、60 年安保で社会は大揺れだったという

ことでございましたけれども、岩戸景気で経済成長率も GNP も 2 桁増という年だったそう

でございます。 

 「庚」という字は改めるという意味で、「子」という字は増えるという意味でございまして、

「進化で後戻りできず、古いものにしがみついていると、逃げ切れずに溺れてしまう」とい

うようなことも言われております。日本は経済大国で技術力が高く、伝統文化からアニメや

ゲームまで、文化もユニークで世界から憧れる国というようなイメージを多分皆さん持って

いらっしゃると思いますけれども、そのイメージの化けの皮も今年辺りから剥がれていって

しまうんじゃないかなと心配をしておる訳でございますけれども、会員の皆様には幸多き良

き年としていただきますようにお願い申し上げたいと思います。 

 さて、今月は職業奉仕月間でございます。今月号のロータリーの友をご覧いただきますと、

様々な職業奉仕について述べられております。そこに尼崎西 RC の田中さんが寄稿されてお

りましたけれども、決議の 23‐34 について解説されておりますので、一部ご披露させていた

だきたいと思います。決議 23‐34 の第 1 条には「ロータリーは、基本的には、一つの人生哲

学であり、それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したいという感情

とのあいだに常に存在する矛盾を和らげようとするものである。この哲学は Service above 

self という奉仕哲学であり、He profits most who serve best という実践理論の原則に基づく

ものである」と記載されています。ロータリーには二つの奉仕理念があります。一つは他人

のことを思い遣り、他人のために尽くそうという国際社会を含んだ対社会的奉仕活動に関す

る理念であり、私たちはこれを Service above self というモットーで現しています。もう一つ

は科学的かつ道徳的な経営方針によって、自分の事業や同業者の事業の発展を図ると共に、

業界全体のモラルを高めていこうという職業奉仕の理念であり、私たちはこれを He profits 

most who serves best というモットーで現しています。ロータリーにとってもっとも大切な

この二つの奉仕理念を定義している唯一のドキュメントが、この決議 23‐34 なのです。とい

うことでございまして、庚子の今年、新しいことを始める、改まる、進歩するということで、

本日の理事会におきまして、クラブ定款細則についてご審議をいただきまして、来月の例会

で臨時総会を開催致しまして、新たな細則につきまして会員の皆様よりご承認を賜るよう、

予定をさせていただいております。変化を取り入れまして、変えてはならないものはクラブ



の DNA としてしっかりと伝えていくという碧南 RC の伝統を守りまして、この庚子の年も碧

南 RC の発展に会員の皆様のご理解とご協力をいただきますことを衷心よりお願い致しまし

て、令和 2 年の年頭のご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  
 

 皆様、改めまして、あけましておめでとうございます。本年、

第 1 回目の幹事報告をさせていただきます。 

・ 例会変更及び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。 

・ 次週の 1 月 15 日は定款第 8 条第 1 節 C による休会となり

ます。次回の例会は 1 月 22 日となりますけれども、職場例会ということになっておりま

すので、明石公園にお集まりいただきたいと思います。12 時よりお食事を召し上がって

いただくことができます。 

・ 本日の例会終了後に第 7 回の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

まりいただきますよう、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＞ 

伊藤 正幸君  昨年末の家族会では親睦活動委員会さんはじめ、皆様のご協力のもと無事 

杉浦 保子君  終了する事が出来ました。心より感謝申し上げます。 

黒田 泰弘君  

伊藤 正幸君  昨年１２月２２日鹿児島県枕崎平和祈念展望台に行ってきました。７５年 

杉浦 秀延君  前、帝国海軍駆逐艦磯風の軍医長、故山中寛三先生も参加された海上特攻

戦没者のご供養のためです。山中先生も黄泉の国でよろこんでみえると思

います。 

加藤 良邦君  令和２年新年祭お陰様にて天候に恵まれ皆様のお蔭を頂き無事におえる事

が出来ました。深く感謝致します。 

        去る１月５日商工会議所新年会にて鈴木会頭より思わぬお年玉を頂きまし

た。令和２年の幸運をたった５日間で使ってしまいました。 

 総会員数 67 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 10 名) 出席者 57 名 

 出席対象者 57／62 名 

  出 席 率    91.94％ 

 欠席者 10 名（病欠者 0 名） 

黒田泰弘幹事 



植松 敏樹君  新春を寿ぎ、謡曲「鶴亀」をうたわせていただきます。 

杉浦 勝典君  広報へきなん１月１日号にて２０１９年に活躍した皆さんとして「産業功

労者として県の特別条令、知事表彰の受賞しました」事を再度掲載して頂

き、光栄に思います。今後共努力して行きます。ありがとうございました。 

長田 豊治君  新年あけましておめでとうございます。年末に碧南高浜防犯協会連合会へ、

コノハ警部の着ぐるみを服部不動産の服部弘史社長さんから寄贈頂きまし

た。活用させて頂きます。有難うございました。 

山中 寛紀君  また１つ年をとりました。１２月にはクリスマス家族会お世話になりまし

た。本年も宜しくお願い致します。 

粟津 康之君  新入会員 鈴木洋くんの紹介をさせていただきます。 

服部 弘史君  年末に碧南高浜防犯協会の長田会長より感謝状を頂きました。ありがとう

ございました。 

鈴木 泰博君  新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

鈴木  洋君  本日より入会致します。よろしくお願い致します。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 １日 山中 寛紀君   ２日 杉浦 栄次君  １０日 加藤 良邦君（喜寿） 

１７日 林  俊行君  １８日 鈴木 健三君  ２５日 長田 銑司君 

 

奥様誕生日 

 １日 岡本 明弘君の奥様 早百合様   ４日 黒田 昌司君の奥様 みゑ子様 

１１日 石川 鋼逸君の奥様  寛子様  ２０日 河原 康浩君の奥様  京子様 

２２日 山田 純嗣君の奥様  茅子様  ２９日 貝田 隆彦君の奥様  直美様 

 

結婚記念日 

 ２日 奥田 雪雄君・万里子様 ３５年    ３日 石川 鋼逸君・寛子様  １６年 

１８日 石井 和哉君・英子様  ２８年 

 

入会記念日 

８日 鈴木 洋君 

１０日 山田 純嗣君、黒田 昌司君 

１１日 鈴木 健三君、粟津 康之君 

１２日 奥田 雪雄君、山中 寛紀君、森田 雅也君、新美 雅浩君、長田 和徳君 

１３日 加藤 良邦君 

１４日 藤関 孝典君、永坂 誠司君 

１５日 岡島 晋一君 

 

 



「新年例会」 
謡曲「鶴亀 月宮殿」  会員 植松敏樹君 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和２年１月２９日（水） 

卓話「２０２０年度碧南青年会議所について」 

（一社）碧南青年会議所 第６４代理事長 小城康裕氏 




