本日のプログラム
司会
伊藤
純君
・点 鐘
屋嘉比良夫君
・国 歌
「君が代」
・ROTARY SONG 「奉仕の理想」
・ビジター紹介
屋嘉比良夫君
・食事・歓談
・委員会報告
・会長挨拶
屋嘉比良夫君
・全員協議会
・クラブフォーラム
・幹事報告
加藤久仁明君
・点 鐘
屋嘉比良夫君
先週の記
会長挨拶
会長
名畑
豊君
時の立つのは早いもので、本日が私の会長とし
ての最後の挨拶になりました。私は壇上にいて、
挨拶をさせていただいていますが、以前は、もち
ろんテーブルに座っていて、歴代の会長さんたち
の最後の挨拶を聞いていました。ほとんどの歴代
の会長さんは、会長として１年間がいかに早く終
わったかとの感想を述べられていました。私もそ
んなものかと思って聞いていましたが、いざその
時になると、やはり、同じ言葉になってしまいま
す。
歴史は繰り返されるものだと思います。また、
これも歴代会長さんと同じになりますが、会員の
皆さんのご協力に感謝の気持ちを述べられていま
した。私のような、今までロータリー活動に熱心
ではないものが会長になったのですから、私はか
なり心配していたのですが、皆さんのご協力を本
当に多くいただき、感謝を申し上げます。やはり
ロータリーの友情は大きいと思いました。
ロータリーを考える月間
７月１２日（金）
７月１９日（金）
例
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定
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２０１３年７月５日（金）第２１４４回（７月第１例会）
会長の挨拶は大変だねと良く言われましたが、
この挨拶に関してはあまり気になりませんでした。
半分はぶっつけ本番で行ないました。話の主題だ
けは決めておいて、インターネットで少し調査す
れば、かなりのことの内容を理解して話をするこ
とができました。間違っていることもあったり、
支離滅裂なこともあったと思っています。恥ずか
しい内容もあったと思いますが、どうか、許して
いただくようにお願いいたします。
（入れ歯のた
めに発音が悪いため、申し訳なく思っています。
）
私の年度は、海外との関係が多かったと思いま
す。今日この日に、ポルトガル、リスボンで開催
されています世界会議に３名の春日井ロータリー
のメンバーが参加されています。志水幹事さん、
清水勲さん、峠さんです。多分、今日くらいから
現地では、多くの晩餐会が開かれます。田中作次
世界ロータリー会長の晩餐会、千田ガバナーの晩
餐会、小原ガバナー補佐の晩餐会と続いていると
お聞きました。おなかがいっぱいになって、世界
会議のセレモニーでは、きっと、こっくり、こっ
くりとしているのではないかと思います。
春日井ロータリーとしては、台湾の東港ロータ
リー、韓国の南釜山ロータリーとの姉妹ロータリ
ー継続（これは、５年ごとに来ます。
）がありまし
た。無事、締結更新をすることができました。多
くのメンバーが、台湾、韓国を訪問していただき
ました。台湾は、初めて、列車を利用して、台湾
の東海岸から東港ロータリーを訪問しました。韓
国のほうはこれも始めて、福岡から連絡船を利用
して、海から釜山を訪問しました。
４５周年事業として、フィリピンセブ島との交
流が多くありました。セブ島の高等学校での「あ
しながおじさんプログラム」
、
「セブ島小学校への
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野球観戦１８時〜
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水洗トイレの寄贈」などの、初年度の活動を行
いました。年度を越えた海外事業活動も春日井ロ
ータリーでは始めてではなかったと思います。小
学校への水洗トイレの寄贈のためには、現地のロ
ータリーとの共同事業として計画しなければなり
ませんでした。
フィリピンでの私の友人を通じて、
セブロータリーを紹介していただきました 。セブ
ロータリーの幹事さんと連絡を取り、下打ち合わ
せを行い、２ヶ月後にはセブロータリーの例会に
参加することができました。その例会で春日井ロ
ータリーの、水洗トイレの寄贈の説明を行い、セ
ブロータリーの協力を得ることができました。多
分、春日井ロータリーが望めば、セブロータリー
とは友好ロータリーになることは簡単です。（春
日井ロータリーは、カナダのケローナにある二つ
のロータリーと友好ロータリーになっています。
姉妹ロータリーのような制約は、友好ロータリー
には全くありません。
）来年は、フィリピンセブ島
とのあらゆる事業が結実する年になるでしょう。
米山奨学生を春日井ロータリーは一人、この４
月から引き受けることになりました 。中部大学大
学院在籍の、楊 成寧 さんです。このように今
年は海外との活動が多くなった年です。
東日本地震の関係では、地区の活動に協力を致
しました。ワンコイン（５００円）の奨学金を春
日井ロータリーが出して、地震地区での高校生へ
の奨学生を応援しています。
この前の春休みには、
っ子」が春日井市を訪
多くの福島県からの「福島
問しました。これはＮＰＯ法人が主体になって活
動しているのですが、その活動に春日井ロータリ
ーは協力しました。また、ロータリー会員として
ではなく、個人として、多くのメンバーが、地震
の復興に協力されていることを聞いています。
最後に、「ニュートンのリンゴの木」
を春日井に
。この計画はリンゴの
植樹する計画もできました
木が成木になるまでには５、６年かかる大継続事
業です。春日井市との協力を得ることが決まりま
した。
一色ロータリーの合同例会を行い、一色ロータ
リーを訪問いたしました。この合同例会で今年は
ガバナー賞を頂くことができました。
今年の親睦委員会には多くの活動をしていただ
きました。名古屋ドームでのプロ野球の観戦をし
ました。クリスマス家族会には参加者が久しぶり
に、１００名を超えました。立山への家族会は私
には忘れられない経験でした。でも立山はかなり
寒かった。
春日丘高等学校のインターアクトクラブは、愛
知県内での一番大きなインターアクトクラブです。
多分、現在は、日本で一番の会員数（現在は７５
名と聞いています。
）となっていると思います。組
織が大きくなると、資金不足が問題になります。

この１年、峠さんと志水幹事さんが主体となって、
この巨大組織の資金不足に奮闘されました。次年
度には資金不足の問題を積み残してしまいました。
今年は、夜間例会を数回行ないました。志水幹
事と一緒に他のロータリーの夜間例会を訪問して、
その運営方法を勉強してきました。始めは、ぎこ
ちなかったのですが、今は、ノウハウも取得して
簡単に運営ができるようになりました。
残念なことは、会員の純増ができなかったこと
です。
私は、
今年の純増目標を５名としましたが、
減少することは無かったのですが、増やすことも
できませんでした。現状維持でした。でも、次年
度の会長さん、幹事さんの元では、きっと純増す
ると思っています。
最後に、志水幹事さんをはじめ、多くのロータ
リー会員、事務局員の皆さんのご協力をいただき、
改めてお礼と感謝をもうしあげます。ありがとう
ございました。
幹事報告
幹事
志水ひろみ君
持ち回り理事会報告
日時：2013 年 6 月 21 日（金）
審議内容
第 1 号議案：高橋理江君退会承認の件 承認可決
第 2 号議案：新入会員：青山博徳君、岡嶋良樹君
入会承認の件
承認可決
報告事項
1：名畑豊会長よりＲＣの森のプレートを寄付頂き
ました。
2：7 月 26 日家族野球観戦、お友達や社員を誘い
下さい。
3：7 月 5 日次年度第 1 回理事役員会（11：30 より）
次年度第 1 回クラブ協議会（13：30 より）
◎例会変更のお知らせ
羽

島
ＲＣ

愛知長久手
ＲＣ
名古屋守山
ＲＣ
瀬

戸
ＲＣ

岩

倉
ＲＣ

◎ビジター紹介
◎犬山ＲＣ

７月２３日 (火)７月２１ 日(日) ７：００
早朝例会の為 アンディアーモバルテンツァホテル
７月１６日 (火)７月１６ 日(火) 1９：０ ０

夜間例会の為 東急イン
７月１７日 (水)７月１７ 日(水)

夜間例会の為 アサヒビール
７月１７日 (火) ７月２０日（ 土）

夜間例会の為 木曽路
７月１６日 (火) ７月１ ４日 （日）６：00

座禅例会の為 向陽寺
会長
名畑
祖父江義男君

豊君

出席報告
会員

５３名

先々週の修正出席

委員長

和田 了司君

欠席 22 名

出席率 74.4%

欠席 0 名

出席率 100%

ニコボックス報告
委員長 大畑 一久君
○最後の例会になります。皆さんのご協力に深く
感謝します。
名畑
豊君
○名畑会長始め理事、役員の皆様 素晴らしい年
度有難うございました。御苦労様でした。来年
度もよろしく。今年度も１００％出席出来まし
た。健康に感謝です。
屋嘉比良夫君
○１年間有難うございました 。次年度こそ よろ
しくお願いします。
加藤久仁明君
○１年間 親睦委員会お世話になりました。
中島 宗幸君
○３年間短い期間ですがお世話になりました。あ
りがとうございました。
高橋 理江君
○大変お世話になりました。
社本 太郎君
○名畑会長１年間御苦労さまでした 。皆様１年間
出席率にご尽力戴きありがとうございました。
和田 了司君
○職業奉仕委員でお世話になりました。
近藤 太門君
○最後の例会、ＩＤＭに参加できる喜びで。
足立 治夫君
浅井 瀧治君
磯野 俊雄君
伊藤
純君
伊藤 正之君
小川
長君
大橋 完一君
太田 弘道君
岡田 義邦君
風岡 保広君
河村 哲也君
加藤 宗生君
貴田 永克君
北
健司君
小島 啓冶君
成瀬 浩康君
長谷川英輝君
林
鑛三君
林
憲正君
場々大刀雄君
山田
治君
大畑 一久君
○今年度皆様にはニコボックスに大変ご協力戴き
有難うございました
ニコボックス委員一同

会長バッチ交換

幹事バッチ交換

新旧三役の皆様

会長挨拶

名畑 豊君

ホーム例会皆出席表彰

屋嘉比良夫君

ＩＤＭ乾杯 風岡 保広君

親睦委員の皆さんお疲れ様でした

さよなら南部でなく高橋理江さんデース

