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●本日のお弁当 
 
 大正館 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、改めまして、こんにちは。先週の半ば頃から一段と

冷え込みが進んでおりますけれども、皆さん、いかがお過ごし

でしょうか。 

 まずは、先月の 23 日にガバナー補佐杯が葵カントリークラ

ブで行われましたけれども、木村委員長をはじめとします当ク

ラブのゴルフ部会のメンバーの皆さんにおかれましては、大変お疲れ様でした。多くの方に

サポートをしていただきながら、無事に終えることができましたことをまずもってお礼申し

上げます。 

 少し前になりますけれども、大リーグの大谷翔平選手がイチローさんに続いて日本では 2

人目の MVP を獲得されたということで、世界中から称賛されておりまして、今日も新聞に載

っておりましたので、まだ余韻が残っている状態でございます。並大抵の努力では成し遂げ

られない偉業でございます。大谷翔平選手の素晴らしい点でございますけれども、MVP を受

賞されても驕り高ぶることもなく、極めて冷静に受け止め、現在の状態が自分の最低のライ

ンであるということを自覚されておられて、次のステップへ更なる高みを目指しておられる

ということでございます。 

 新聞に載っておりましたけれども、ある思想家の話で、人間には 2 種類いるということで

ございます。ごく少数になりますけれども、自分の中に困難なことを背負い込む人間と、それ

に対して、要領よく困難なことを避けて他人に多くを要求する人間の 2 種類ということでご

ざいまして、大谷翔平選手は正に前者に入る逸材ではないかなぁと感じております。まだ 27

歳という若さで、世界中から益々期待される選手ではないかなぁということで、心からご活

躍をお祈り申し上げたいと思います。 

新美雅浩会長 



 さて、気付けば「人生 100 年時代」というふうに言われるようになっております。100 歳

まで健康で他人に迷惑をかけずに聡明に生きるということが、流石に容易なことではないと

考えております。誰もがいつまでもアクティブシニアで活躍し続けたいという願いを込めて、

日頃から健康管理に努めて、不摂生な習慣をなるべく避けて生きていくという訳でございま

すけれども、不甲斐なく途中で挫折することもあるのかなぁと思います。人間の一生は、神か

ら与えられた天命ですので、いつになったら終焉を迎えるのかというのが誰にもわからない

ことでございます。従って、人間は晩年に近づくと、そんなに長くは生きたくない、家族に迷

惑をかけずにぽっくり逝きたい、苦しまずに楽に死にたい、といったある意味では罰当たり

なことを考えたりすることもあるかと思います。 

 今年の NHK の大河ドラマで、渋沢栄一さんのことが描かれておりますけれども、渋沢栄

一さんがよく言われた言葉を引用させていただきますと、「四十、五十は洟垂れ（はなたれ）

小僧 六十、七十は働き盛り 九十になって迎えが来たら 百まで待てと追い返せ」という

ことでございます。渋沢栄一さん自身も 91 歳まで生きられたということでございまして、こ

の言葉の重みを感じます。年齢を理由にして限界を設けるのではなくて、終焉を迎えるまで

活躍できるように努力しなければいけないということを渋沢栄一さんは語ってきたのではな

いかと感じております。今正に日本が高齢化社会を迎えておりますけれども、それを見据え

て自分自身がどういう立場でどういうふうに行動しなければいけないのかといったことを考

える良い機会ではないかなぁと私見ながら感じております。 

 以上、ご紹介申し上げまして、本日の会長挨拶とさせていただきます。 

 どうぞ本日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。 

・ ロータリー米山記念奨学会より「第 41 回米山功労クラブ感

謝状」が届いております。 

・  RI・ロータリー財団より「End polio Now」（ポリオ寄付）

の感謝状が届いております。 

・ ガバナー事務所より「静岡県熱海豪雨災害（2620 地区）」および、「佐賀・長崎豪雨災害

（2740 地区）」義捐金についてのご報告が届いております。 

・ 本日、大正館様よりお歳暮をいただきました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

粟津康之幹事 



 

  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

新美 雅浩君  先日のガバナー補佐杯、伊藤ガバナー補佐、木村部会長はじめ出席の皆様 

粟津 康之君  大変お疲れさまでした。 

伊藤 正幸君  ２３日開催のガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会を無事終えることができまし 

黒田 泰弘君  た。いまだ新型コロナの感染対策がなされる中、木村実行委員長のもと、

入念に計画が練られ、委員のみなさまそして会員の皆様の力強いご支援と

ご協力のおかげと心から感謝申し上げます。たびかさなりました組み合わ

せ変更で事務局間瀬さんにもご負担をおかけしたことと存じます。ご尽力

ありがとうございました。おかげさまで、碧南ロータリークラブの堅実さ

と素晴らしさを一層アピールできたものと拝察する次第です。ＩＭに向か

い、会員の皆様には今後ともより一層のご協力をいただくことになります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

角谷 信二君  ガバナー補佐杯当日、オレンジジャンバー忘れました。すいません。 

杉浦 栄次君  １１月１８日、ロータリークラブゴルフ例会にて優勝しました。ありがと

うございました。 

１１月２７日に娘が２人目の子を出産しました。孫娘です。健やかに育っ

て欲しいです。 

岡本 耕也君  （ガバナー補佐杯実行委員会として）先日のガバナー補佐杯ゴルフでは、

皆様のおかげで無事終えることができました。どうもありがとうございま

した。 

水谷 文則君  先日の西三河分区ガバナー補佐杯ゴルフ、楽しくラウンドさせていただき、

２２位特別賞をいただきました。明日のゴルフ例会も頑張ります。 

 

＜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    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 

 

 

 総会員数 65 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 11 名) 出席者 59 名 

 出席対象者 59／61 名 

  出 席 率    96.72％ 

 欠席者 6 名（病欠者 2 名） 



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 ３７年  １１日 森田 雅也君・千恵子様 ３３年 

１２日 杉浦 秀延君・初野様  ２８年  １４日 山田 純嗣君・茅子様  ６６年 

１５日 木村 徳雄君・小百合様 ３０年  ２４日 小林 清彦君・登美子様 １４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。 

 粟津幹事より定足数が会員総数 65名中出席者 59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。 

 新美雅浩会長より次年度役員・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、長田和徳次年度

会長より以下の通り発表された。 

 

会長          長田 和徳 

直前会長        新美 雅浩 

会長エレクト      角谷 信二 

副会長         平松 則行 

幹事          清澤 聡之 

副幹事         杉浦 栄次 

会計          大竹 密貴 

会場監督（SAA）    樅山 朋久 

クラブ奉仕委員長    鈴木 泰博 

職業奉仕委員長     宮地 秀夫 

社会奉仕委員長     杉浦 秀延 

国際奉仕委員長     林  俊行 

長田和徳次年度会長 



青少年奉仕委員長    岡本 彰人 

ロータリー財団委員長  山中 寛紀 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和３年１２月１１日（土） １７：００～ 

年忘れ家族会・３０００回記念例会 

会場：ホテルグランドティアラ安城 

※バス乗車の方は、１６：００ 碧南商工会議所出発です。 

令和３年１２月１５日（水）は１１日の振り替え休会 

令和３年１２月２２日（水）は定款第７条第１節（ｄ）による休会 

令和３年１２月２９日（水）は定款第７条第１節（ｄ）（１）による休会 

令和４年１月５日（水）は定款第７条第１節（ｄ）による休会 

令和４年１月１２日（水） 新年例会 


