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●本日のお弁当 
 
 大正館 
   

会 長 挨 拶  
 

失礼致します。11 月 11 日以来の 3 週間ぶりの例会に出てき

まして、ちょっと忘れちゃったかなという感じがしておりま

す。12 月に入りまして急に寒くなり、コロナの新規感染者も増

えております。会員の皆様にはお気を付けいただきますよう、

よろしくお願い致します。例会は国と県の方針を確認しながら、

理事会で決定させていただいた例会開催基準に基づいて開催させていただきますので、ご協

力をよろしくお願い致します。 

 さて、本日は年次総会を行います。現年度収入と支出の報告、次年度理事役員選挙が開催さ

れます。いよいよ次年度が動き出す大切な総会となります。本年度は 7 月からコロナ対策と

いう形で、大変窮屈な例会運営になっておりますけれども、新美年度にバトンを渡すまでは、

しっかりとやっていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 本日は最初に 1 つ報告があります。11 月 23 日に西三河分区ガバナー補佐杯親睦ゴルフ大

会が開催されました。開催方法が例年と違いまして、少人数で行い、終了後のパーティーは行

われませんでした。碧南 RC は団体優勝をすることができました。その席で伊藤正幸次年度

ガバナー補佐がご挨拶をされまして、次年度ガバナー補佐主管クラブの碧南 RC がご挨拶を

させていただきました。次年度ガバナー補佐杯は碧南 RC にバトンが渡されたことを報告し

ておきます。 

 本日は 11 月 25 日に開催されました第 49 回ロータリー研究会のお話をさせていただきま

す。これは RI の元役員・現役員・新役員のための情報提供の会合なんですけれども、1A、2、

3 のゾーンで Zoom を使用してのオンラインで開催されました。第 1 部は RI 理事会現況報告

等、その後にグループディスカッションが行われたようであり、伊藤正幸次年度ガバナー補

岡本明弘会長 



佐が出席されております。第 2 部は「クナーク RI 会長と語ろう」というテーマで行われまし

て、今回初めてロータリークラブの現会長とローターアクトクラブの現会長も参加のお誘い

がありまして、私も参加させていただきました。クナーク RI 会長とライブで東京、ドイツ、

シカゴの本部（2 名の通訳）を繋いで行われ、私は自宅から Zoom で参加しました。冒頭、ク

ナーク RI 会長が「RC は変化をしなくてはいけない。バーチャルになれ、クラブモデルをつ

くっていただきたい。それぞれのクラブがビジョンを持っていただきたい。5 年後にはどの方

向に行くかを皆さんに示して欲しい。」と言われました。その後は日本のガバナーとクナーク

RI 会長との Q&A という形で、何人かの方が質問をされました。その中で 1 つだけご紹介さ

せていただきます。あるガバナーが「コロナ禍で奉仕プロジェクトができなくなっている。本

年度は親睦を重視している。ロータリーの魅力はどこにあるのか。」ということを質問されま

して、その回答としてクナーク RI 会長は「ドイツは高潔性を大事にしている。ロータリーク

ラブへの入会はハッピーになること、正しい活動をされている。」と言われました。碧南 RC

も親睦を重視しております。このことをお伝えしまして、本日の会長告知と致します。 

 本日の例会も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。 

・ ロータリーレート変更のお知らせが届いております。12 月

のレートは現行 1 ドル 104 円から 105 円になります。 

・ ガバナー月信 12 月号掲載のお知らせが届いております。 

・ ロータリー米山記念奨学会より「第 40 回米山功労クラブ感謝

状」が届いております。 

・ 碧南高浜防犯協会連合会より「年末の安全なまちづくり県民運動の実施についてのお願い」

が届いております。 

・ 12 月 16 日（水）開催のハイブリッド例会のご案内を配布させていただいております。出

席方法の連絡票へのご記入を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いておりますので、お持ち帰りください。ありがとう

ございます。 

・ 本日の例会終了後に 205 号室で第 6 回の理事会を開催致しますので、関係者の方はよろ

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

鈴木泰博幹事 



  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

鈴木 泰博君  良い事がありました。 

杉浦 保子君  ロータリーの友１２月に俳句が掲載され、うれしい１２月のスタートです。

お隣の解体作業の方達が、秋なのに汗を流して作業をされているのを見て

できた句です。 

石川 鋼逸君  経済産業省より、はばたく中小企業・小規模事業者３００社２０２０に選

定して頂きました。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 ２日 角谷 信二君 

５日 小林  尚君（還暦） 

８日 長田 康弘君   ２１日 大竹 密貴君   ２４日 貝田 隆彦君 

２５日 小林 清彦君   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 粟津 康之君の奥様  尚子様 

１９日 榊原  健君の奥様  陽子様 

 

結婚記念日 

 ９日 小林  尚君・みゆき様 ３６年  １１日 森田 雅也君・千恵子様 ３２年 

１２日 杉浦 秀延君・初野様  ２７年  １４日 山田 純嗣君・茅子様  ６５年 

１５日 木村 徳雄君・小百合様 ２９年  ２４日 小林 清彦君・登美子様 １３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 

 

 
 
 

 総会員数 65 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 11 名) 出席者 57 名 

 出席対象者 57／61 名 
  出 席 率    93.44％ 

 欠席者 8 名（病欠者 0 名） 



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。 

 鈴木幹事より定足数が会員総数 65名中出席者 57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。 

 榊原 健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、新美雅浩次年度

会長より以下の通り発表された。 

 

会長          新美 雅浩 

直前会長        岡本 明弘 

会長エレクト      長田 和徳 

副会長         森田 雅也 

幹事          粟津 康之 

副幹事         清澤 聡之 

会計          大竹 密貴 

会場監督（SAA）    岡本 耕也 

クラブ奉仕委員長    角谷 信二 

職業奉仕委員長     杉浦 保子 

社会奉仕委員長     梶川 光宏 

国際奉仕委員長     山口日出子 

青少年奉仕委員長    鈴木きよみ 

ロータリー財団委員長  新美 宗和 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和２年１２月１６日（水） 

卓話「部活動指導の中での勘違い」 

愛知県高等学校野球連盟 副理事長 鶴田賀宣氏 

新美雅浩次年度会長 


