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第１９１８回例会 

     ２０１６年１２月５日（月）第１９回                               
●点  鐘 会長 武田 英昭君 

●斉  唱 「君が代」「四つのテスト」 

●例会行事 クラブ年次総会 

 ●司  会 ＳＡＡ委員 真城 壮司君 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 武田 英昭君 

 
会員の皆様、今日もお元気で、例会に出席をして頂きあ

りがとうございます。 

先週、恒例になっております流行語大賞の発表がありま

した。前予想では、年明けから世間を騒がせていたタレン

トの不倫騒動が、週刊文春に掲載された事によって生まれ

た新たな迷言「センテンススプリング」等、不倫が話題を

振りまいておりましたが、同じ不倫騒動でも、落語家円楽

師匠は発覚後、取り囲んだ記者団にお得意の謎かけ問答で

「今回の騒動と掛けて、東京湾を出航した船と説く、その

心は、只今、航海（後悔）の真最中」と笑いを誘い、締め

くくりに奥様から「身から出たさび、さびも味になる」と

激励なのか何なのか仲直りの言葉を頂いた等、人生経験の

豊富さと熟年夫婦の理想形をアピールしたのは、あっぱれ

と感じたのは、私だけでしょうか？今年の流行語大賞は、

25 年ぶりリーグ優勝の広島カープ、大ブレークの鈴木外

野手を称しての言葉「神ってる」と発表がございました。

その他、世界的大ヒットのピコ太郎の「PPAP」等が選ば

れたとの事ですが、ノミネートされた流行語を見てみます

と少し日本語が変わっていくのが感じられます。 

その日本語について、次週12日は、阪神淡路大震災の

年1995年から始まった一年の世相を漢字一字で表す「今

年の漢字」が、京都清水寺で発表されます。今年は、どの

様な世相を表す漢字になるのか今から楽しみですが、私は、

会長を引き受けて以来、笑顔の「笑」を目指しておりまし

たが、この一年、特に7月以降、振り返りますと残念なが

ら笑顔の「笑」ではなく、後悔の「悔」の一文字であった

と反省する事ばかりでございます。 

只、ロータリー年度も残り7ヶ月ございます。今からの

7ヶ月は、会員皆様の笑顔と共に会長としての職責を全う

をしたいと考えておりますので宜しくお願い申し上げます。 

さて、本日は、ご承知の様に当クラブの年次総会となっ

ております。年次総会は、ロータリークラブ定款、細則に

より毎年12月31日までに役員選挙を開催されなければ

ならないと定められておりますが、当クラブはクラブ内規

に於いて12月第一例会（年次総会）にて次年度理事・役

員候補者を発表し選挙と同じ効果を持つ会員皆様の賛成を

得て当選したものとされております。 

本日の年次総会の議案は、その次年度理事・役員候補者

のご承認を頂く件。 

もう1件は、定款、細則の改正についても同様、皆様の

ご承認を得る必要がありお諮りをさせて頂きたく考えてお

ります。 

定款・細則の件ですが、既にご存知の様に国際ロータリ

ー2016年規定審議会において「クラブ入会金を廃止する

件」が決定報告をされましたが、その後、各クラブの裁量

で今後とも入会金を徴収できる「クラブは、入会金に関す

る規定をクラブ細則に加えることができる」等、クラブ運

営に大幅な柔軟性を認める決定も通達されました。当クラ

ブについては、本年度、第1回クラブ協議会（7/11開催）

において当クラブとしての対応等について協議をさせて頂

きました。そして、その意見を基に第5回理事役員会

（11/7開催）に於いてクラブ内規5（会費及び入会金）

の規定採択のご承認を頂いております。 

つきましては、当クラブが採用しております「標準ロー
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タリークラブ定款」「推奨ロータリークラブ細則」より「入

会金」が削除されましたが、当クラブにおいては、「入会金

に関する規定を改めて当クラブ内規に加えること」をご承

認願いたいと考えるところです。 

後程、年次総会において、この2件について宜しくお願

いを申し上げます。 

最後に、今年もあと一か月を切りました。師走12月は、

昼も夜もお忙しいと存じますが、会員の皆様に於かれまし

ては、健康に十二分にご留意されます様お祈り申し上げ、

本日の会長挨拶と致します。 

 

        委 員 会 報 告         

●出席報告 （伊藤 康司委員） 

本日の例会 

会員数 5３ 出席率 81.63％ 

出 出席義務者 26 欠 

席 

者 

出席義務者 9 

席 出席免除者 14 出席免除者 14 

者 出席者計 40 欠席者計 13 

前々回例会（1１月20日） 

会員数 53 出席率 98.08％ 

出 出席義務者 34 欠

席

者 

出席義務者 1 

席 出席免除者 18 出席免除者 0 

者 出席者計 52 欠席者計 1 

●ニコニコボックス報告（友原 寛之委員） 

  

年次総会宜しくお願いします。 

誕生日を祝って頂く喜びで。 

                  武田 英昭 君 

１２月より一段と寒くなってまいりました。インフルエン 

ザが流行ってますので会員の皆様どうぞご自愛ください。 

                  田邊 雅彦 君 

アテンダンス表彰ありがとうございます。 

                  内海 辰巳 君 

誕生日を祝福して頂いて。 

                  串田 正克 君 

アテンダンスを祝って頂いて！ 

                  原田 好展 君 

お陰様で先週私も孫（長女）ができました。ロータリー 

で善行を積んだおかげで母子とも健康で感謝しています。 

                  國田武二郎 君 

結婚記念日を祝って頂いて。 

                  安川 正勝 君 

アテンダンスを祝って頂いて。 

                  川口 直也 君 

誕生日を祝って頂きまして有難うございます。 

                  柴田 和宏 君 

誕生日のお祝い有難うございます！！ 

                  梅本 昌裕 君 

                   

 

今日も元気で！                  

               

阿萬 裕子 君 石川 良治 君 石原 慎一 君

伊勢村道雄 君 市川 孝 君 伊藤 康司 君

稲熊 正徳 君 稲吉 將秀 君 井上 政秋 君

加藤 泰弘 君 金井 和治 君 近藤 和彦 君

三治 明 君 柴田 和宏 君 杉本 敦永 君

高山 光雄 君 照井 通夫 君 友原 寛之 君

中林 正人 君 波多野勝美 君 早川 正倫 君

松本 雅人 君 真城 壮司 君 山内 佳紀 君

山北 秀和 君 山田 幹雄 君  

  

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３６名  ５５，０００円  

本年度の協力累計          ７９５，０００円  
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名古屋空港ＲＣ2017～2018年度理事・役員 

                 （敬称略） 

   【役員】 

     ・会長       稲吉 將秀 

     ・副会長      栗田 和典 

     ・会長エレクト   山北 秀和 

     ・直前会長     武田 英昭 

     ・幹事       松本 雅人 

   ・副幹事      安川 正勝 

     ・ＳＡＡ      市川 孝 

     ・会計       石川 良治 

   【理事】 

     ・会員増強     田邊 雅彦 

     ・公共ｲﾒｰｼﾞ向上   安江 寛二  

     ・クラブ奉仕    栗田 和典 

     ・親睦活動     金井 和治  

     ・社会奉仕     柴田 弘 

     ・青少年奉仕    阿萬 裕子 

     ・職業奉仕     山内 佳紀 

     ・国際奉仕     柴田 和宏  

     ・財団・米山    高山 光雄 

      

 
 

第６回理事役員会議事録 

                              

平成２８年12月5日 

日時 平成２８年12月5日（月）11：30～12：10 

場所 キャッスルプラザ 3階 福の間 

 

田邊幹事の進行により、理事役員会が開会された。（柴田

会計役員、竹尾国際奉仕委員長、太田クラブ広報欠席） 

会長挨拶 武田会長より、師走で忙しい中、理事会の出 

席御礼と、年末年始を迎えますがお身体ご自愛を皆様に 

お願いされ開始した。 

 

議題 

「審議事項」 

① 次年度理事役員会承認の件、松本副幹事より（資料4）

の通り報告し、全員満場にて承認した。 

② 堀塲竜司氏再入会の件、田邊幹事より（資料 5）の通

り報告し、全員満場にて承認した。 

③ 青少年育成のためのサッカー教室（2/11）開催の件、

杉本青少年奉仕委員長より（資料 6）の通り報告し全

員満場にて承認した。 

④ 土屋 範郎会員の退会届けが提出され、全員満場にて

承認した。 

 

「報告事項」 

① 12・1月例会行事について原田副会長より（資料1）

の通り報告した。 

② 2019-20年度ガバナーノミニー・デジグネート選出

の報告 田邊幹事より（資料2）の通り報告した。 

③ 12/12 年末家族会の報告、内海親睦奉仕委員長より

９９名の出席と、豊山新町長も出席されます事を報告

した。 

④ 震災復興支援ツアー参加者募集の報告串田社会奉仕委

員長より（資料3）の通り報告した。 

 

 

「次回開催日時」平成29年1月6日（月）17：00～ 

        場所 キャッスルプラザ 福の間 

 

        議事録 松本雅人副幹事 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


