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第１９００回例会 

     ２０１６年７月４日（月）第１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 新年度事業計画発表 

 ●司  会 ＳＡＡ委員長 三治 明君 

          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、今日もお元気で出席をして頂き、有難うご

ざいます。 

皆様もご存じのように当クラブは、本年度で 43回目の

年度を迎える訳でございますが、先ず以て42年度の波多

野会長・照井幹事はじめ理事・役員の皆様、１年間大変ご

苦労さまでございました。 

「Enjoy Rotary 一人ひとりがプレゼンター」のテーマ通

りに、今までの一年間、立派に名古屋空港ロータリークラ

ブを指導され、また、全会員の卓話を実施される等、この

実績につきましては、深甚なる敬意を表し、会員の一人と

して併せて感謝申しあげる次第でございます。 

現在は、海外では IS のテロ、シリア難民問題、英国の

EU離脱等、国内では、6人に1人いるとされる貧困児童

の問題等、国内外とも大きく変化激動しておりますことは、

皆様もご存知の通りでございます。 

世の中が変わっていく今、42 名のパスト会長、はじめ

諸先輩とで築かれました伝統ある名古屋空港RCの会長を

仰せつかりました事は、浅学菲才の私とりましては、全く

自信もなく緊張感で一杯でございます。 

しかしながら、幸いにも本年も優秀なる理事役員の皆様

や実行力に溢れた副委員長各位がおられます。そして、何

よりも親愛なる49名の会員の皆様方がここにおられます。

この49名の皆様方の心を糧として、今年は、「明るく、楽

しく、そしてまた、心豊かに活力あるクラブ」を運営させ

て頂きたいと思います。 

どうか田邊幹事ともども、この１年間宜しくご指導、ご協

力いただきますようお願い申し上げます。 

200７年７月、第34代中島会長からこのバッジを再授

与され再入会後 9 年間のロータリー年度を過ごしました。

最初の入会から通算すると15年3か月、好むと好まざる

に拘らず、このロータリーバッジを胸に一人のロータリア

ンとして過ごしてまいりました。 

1995 年 4 月 3 日、第 21 代柴田弘会長から初めてバ

ッジを授与された当時、ロータリーの事は、全くと言って

いいほど理解ができていませんでした。 

只、その当時、鈴木ＰＰ、太田ＰＰ、市川 PP 等から事

あるたびに「ロータリーは、職業を通して行う奉仕「 I 

Serve」が原点であり、他団体の「We Serve」でない。 

ロータリーは、「皆で一緒にやろうではなく、一人一人の

職業を通じて、社会に奉仕する事」がロータリー活動の原

点である。 

いわゆる、「一つの We Serve ではなくて、100 の I 

Serveの集合で、ロータリーは、個人奉仕が基本である。」

と教えられました。 

最近では、諸先輩方からあまり「I Serve」という言葉を聞

き事も少なくなったような気がします・・。 

この様に、未だ未だ、ロータリーの知識も少なく、本年

度、会長としての職責を全うできるか不安一杯でございま

すが、幸いにも当クラブは、歴代42名の会長が存在して

おります。私は歴代会長の会長方針、社会に対して行った

奉仕活動の記録を今から紐解きながら、その中で最も私に

とってしっくりするものをアレンジして、本年度の個性・

オリジナリティーとして、ロータリー年度を過ごしたいと

考えております。 

かつてのコン・ウェインRI 会長の「あなたは、ロータリ

アンですか、それとも誰の会員ですか」の問い掛けに未だ

明確な答えの出ない自分に、若干歯がゆさを感じているの

も事実です。本年度は、会長という職責を通じてその答え
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を見出したいものと考えております。 

 

昨年度、7月クラブ創立記念日例会にて、記念卓話を行

っていただいた中島パスト会長からは、「ロータリーには、

寛容な精神が最も必要である。」と締めくくりの言葉があり

ました。何時であったか記憶は、定かでありませんが、ロ

ータリーの月刊誌「ロータリーの友」の川柳コーナーで「出

戻りをやさしく包むロータリー」という一句に目が留まり

ました。正に出戻りの私の為の川柳と感じ、少し嬉しくま

た、ロータリアンの優しさに感謝の気持ち一杯になりまし

た。 

40 才で入会、そして若気の至りであってはならない自

分勝手な退会。三治パスト会長はじめ多くの諸先輩方にご

迷惑をおかけしました。其の私を再度迎え入れて頂き、又、

本年度は会長として、正にロータリー川柳「出戻りをやさ

しく包むロータリー」をその言葉を実践して頂く当クラブ

会員皆様にお礼を申し上げ会長挨拶とさせて頂きます。 

 

        委 員 会 報 告         

●出席報告 （早川 正倫副委員長） 

本日の例会 

会員数 50 出席率 91.30％ 

出 出席義務者 28 欠 

席 

者 

出席義務者 4 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 42 欠席者計 8 

前々回例会（６月20日） 

会員数 51 出席率 100％ 

出 出席義務者 33 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 12 出席免除者 6 

者 出席者計 45 欠席者計 6 

●ニコニコボックス報告（稲熊 正徳副委員長） 

竹尾Ｐ会長はじめ7名の会員による「マカティＷＲＣ47 

周年式典、就任式」出席に感謝して。 

又、本年度1年間宜しくお願い致します。 

                  武田 英昭 君 

一年間宜しくお願いします。 

                  田邊 雅彦 君 

今年もよろしく。 

                  鈴木 恵一 君 

35年アテンダンス、80歳誕生祝いを祝福して頂いて。 

又、本年度武田会長頑張れ！！ 

                  波多野勝美 君 

73歳になります。感謝！！感謝！！ 

                  太田 哲郎 君 

本年度ＳＡＡ委員長宜しくお願いします。 

                  三治 明  君 

武田会長、田邊幹事頑張って下さい。 

                  山田 幹雄 君 

アテンダンス表彰を祝ってもらって。 

                  市川 孝  君 

武田会長、田邊幹事1年間楽しくご活躍ください。ご苦 

労様です。 

                  中島 俊朗 君 

武田丸の出航を祝って。 

                  伊勢村道雄 君 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

                  金井 和治 君 

武田会長、田邊幹事、無事一年を。 

                  村瀬冨三夫 君 

マカティ就任式行ってきました。 

                  竹尾 悟  君 

武田会長、田邊幹事、宜しくお願い致します。 

                  内海 辰巳 君 

武田会長、田邊幹事、この一年を大いに期待しています。 

アテンダンスを祝って頂きました。ありがとうございます。 

最後に社会奉仕への参加をよろしく。 

                  串田 正克 君 

・武田会長、田邊幹事、一年間頑張って下さい。 

・アテンダンス表彰ありがとうございます。 

                  波多野 真 君 

お祝いありがとうございます。 

                  照井 通夫 君 

武田会長、田邊幹事一年宜しくお願いします。 

                  山北 秀和 君 

武田会長、田邊幹事、一年間元気で楽しい運営を宜しくお 

願いします。 

                  栗田 和典 君 

会員の皆様一年間宜しくお願いします。 

                  原田 好展 君 

武田会長、田邊幹事、一年宜しく。本年度ニコ担当です。 

皆様ご協力お願いします。 

                  稲熊 正徳 君 

武田丸の出発をお祝いします。一年間ご活躍を期待します。 

                  國田武二郎 君 

今年一年会長エレクトをします。よろしくお願いします。 

                  稲吉 將秀 君 

一年間お世話になります。 

                  入谷 宏典 君 

アテンダンス表彰ありがとうございます。新年度に入りま 

した。楽しく頑張ります。宜しくお願いします。 

                  松本 雅人 君 

アテンダンス表彰ありがとうございます。 

                  伊東 由之 君 

          

 

今日も元気で！                  

               

井上 政秋 君 太田 威彦 君 川口 直也 君

北園 守生 君 近藤 和彦 君 杉本 敦永 君

高山 光雄 君 田中 秀典 君 土屋 範郎 君 

友原 寛之 君 中林 正人 君 早川 正倫 君

真城 壮司 君 安江 寛二 君  
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御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ４０名  ８０，０００円  

本年度の協力累計           ８０，０００円  

 

 

 

 
 

内容はクラブ計画書記載通りです。 

 

 

 
武田 英昭会長 

 

 

 
原田 好展副会長 

 

 

 
田邊 雅彦幹事 

 

 

 

 

 

 
 

 

日時 平成２８年７月４日（月）１１：３０～ 

場所 キャッスルプラザ ３階 鶴の間 

 

開会  

会長挨拶 「笑顔と共に奉仕の輪を広げよう！」 

明るく・楽しく・心豊かに活気溢れるロータリ 

ーを実践 

議題  

【審議事項】 

１、クラブ行事予定及び予算（案）について 

予算人数前半50名～後半52名に一般会計の人数変 

更で21,235,500円承認 

２、新入会員 安江寛二君紹介 税理士石原慎一氏・入谷 

宏典君紹介商業ﾃﾞｻﾞｲﾝ伊藤康司氏 

井上政秋君紹介・印刷業 梅本昌裕氏の3 名承認 

 

【協議・討議事項】 

１、 ＲＩ2016 規定審議会決定事項について波多野直前

会長より下記の件説明があり今後、パスト会長会で相

談しながらクラブ協議会で協議して理事会で決めて

参りたいと会長より報告された。しかし今回３名の入

会者については入会金を頂くことで承認された。 

① クラブ会員入会金の件 

② クラブ例会と出席に柔軟性を認める件 

③ 出席免除の規定を改正する件 

２、 全国空港フォーラム開催について 

竹尾実行委員長より開催日の決定を第１日目9/10（ﾌ

ｫｰﾗﾑ）第２日目9/11（観光・ｺﾞﾙﾌ）と報告され承認

された。今後各委員会で詳細をつめて行くこと、フォ

ーラムの開催案内を７月に発送することを報告した。 

 

議題 【報告事項】 

１、７・８月例会行事について田邊幹事より別紙の通り報 

告した。 

２、地区ロータリー研究会 6/16 国際ﾎﾃﾙ開催出席で稲吉

エレクトより規定審議会決定事項について協議事項と

同じであることと報告した。 

３、マカティウエストＲＣ周年式典・就任式訪問について 

竹尾国際奉仕委員長より6月30日～7月3日にてﾏ

ｶﾃｨｰ就任式に訪問、名古屋空港ＲＣより８名が出席し

総勢200名参加で盛会であった事、報告された。 

 

【確認・要望・依頼事項】 

田邊幹事より下記の報告がなされた。 

１、社会を明るくする運動 出発式及び啓発活動（7/4）

豊山町役場 
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２、第２７回ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ年次大会開催（7/18） 

ウィルあいち 

３、地区内広報・雑誌委員長会議開催（7/20） 

名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

４、地区内クラブ危機管理研修会開催（7/21） 

ｷｬｯｽﾙﾌﾟﾗｻﾞ 

５、会員増強セミナー開催（7/22）ウインクあいち 

６、地区内クラブ国際奉仕委員長会議開催（7/29） 

名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

７、地区ロータリー財団セミナー（8/8）東急ﾎﾃﾙ 

 

【その他】 

第１回クラブ協議会開催について７月１１日（月） 

13：30～14：30 

対象者：理事役員、委員長、担当副委員長 

 

【次回開催日時・場所の決定】 

日時：平成２８年８月１月（月）１１：３０～ 

場所：キャッスルプラザ 福又は茜にて 

以上 

 

議事録 松本 雅人  

 

 

平成２８年７月４日（月） 

第６６回社会を明るくする運動参加 

団扇７００本贈呈 

 

 
 

   

 
 

 

ロータリークラブも新たな年を迎え ゴルフ部会も新たに

部員を募って 今年も年間 13 回のゴルフコンペを目標に

コンペを開催します。 

第１回 例会時での参加部会員は 27 名の参加となってお

ります。 

まだまだ参加をお待ちしておりますので是非 ゴルフ部会

に入会されては いかがでしょうか❔❕ 

年間コンペ予定としましては毎月１回のコンペ 実施  

夏は涼しいところのゴルフ倶楽部への遠征 冬は忘年コン

ペ 2 月は海外への遠征コンペとバラエティーにとんだコ

ンペをしますので皆様の参加をお待ちしております！ 

今年度の新部会員として昨年度までは部会員外参加されて

いた 太田 哲朗さん 今回が初めての新部会員の國田 武二

郎さんが部員参加されました。ありがとうございます☺ 

ゴルフ部会は例会では図れないほどの親睦がより多くあり

ますので一人でも多く参加して下さい！ 

更に今年度は素晴らしいサプライズがありました！ 

本年度 会長の武田 英昭さんより ゴルフ部会で使ってく

ださいと けっこうな額の商品券をコンペ13 回分 頂きま

した🙆 

会長賞として毎回のコンペで表彰式にて使わせて頂きます。

本当にありがとうございます‼ 

ゴルフ部会は遠征や忘年ゴルフで部会の予算を通常より必

要としますので本当に助かります。 

本年度も部会員の皆様に少しでも満足していただくよう勤

めたいと思いますので宜しくお願いします。 

ゴルフ部長 太田 威彦 

           
 


