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第１９０３回例会 

     ２０１６年８月１日（月）第４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 入会式 

      全員協議会 

●ビジター 船橋 茂行君（小牧ＲＣ）他5名 

 ●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 

 
ビジターの皆さん、当クラブへお越しいただき誠に有難

うございました。又、会員の皆様、今日もお元気で、例会

に出席を頂きありがとうございます。 

本日は、来る11月5、6両日に開催される地区大会開

催のPRとして、ホストを務めて頂きます小牧RC地区大

会実行委員会船橋委員長、大島、伊藤両委員。又、11月

20日に開催される東尾張分区 IMのPRとしてホストクラ

ブの江南RCから沢田会員、暮石(ｸﾚｲｼ)会員が来訪をされ

ております。 

地区大会は、皆様もご存知のように地区内のロータリア

ンに誇りと感動を与える地区行事の中で最も重要で最大の

行事です。また、分区 IMは、東尾張分区内12RCの仲間

と幅広い情報交換と、今以上の親睦と友情を深めることを

目的としております。後程、小牧RC船橋実行委員長、江

南RC沢田会員から地区大会、分区 IMについてのPRを

頂戴したいと思います。 

さて、皆様もご存知のようにロータリーでは、8月をロ

ータリー特別月間（会員増強・新クラブ結成推進月間）と

定めております。 

1905年、わずか4人で始まったロータリー運動が、現

在、世界200以上の国にクラブ数約35,000、会員数

1,216,000名余りの同じ目的を持ったロータリアンを全

世界に有するまでになっております。これは、世界の人々

に「ロータリーの哲学と運動」が、高く評価された結果で

あると考えられます。 

私たちは、今、111年にわたり、先輩ロータリアンの築

かれた大いなる遺産を更に大きく発展させる責務と同時に、

一人でも多くの仲間へ「ロータリーの理想を共有し、奉仕

活動を共にするよう」働きかける必要もあります。 

地区会員増強セミナーで教えられた事ですが、ロータリ

ーの発展の為には、クラブがいつまでも輝き続ける必要が

あり、その為には組織を生き生きとさせる事が第一である

と教えられました。組織を生き生きとさせる為には、新し

い血を導入する必要があり、細胞と同じように分裂する必

要があります。新しい血は〈増強〉であり、分裂は〈拡大〉

を意味しています。 

ロータリーのもつ崇高なる理想を信じ、それに基づく奉

仕活動に信頼をおく我々ロータリアンにとって「会員増強

と拡大こそが、ロータリー活動の第一歩」と言ってもいい

のではないでしょうか。もう一つ忘れては、いけないのが、

会員を維持することです。会員維持の為には、会員の意欲

を刺激するような様々な情報を提供し、会員が興味をもっ

て参加できる機会を増やすことが重要であると考えます。 

会員が、積極的にロータリー活動に参加しているクラブ

は、活気が生まれ、活動が充実し、会員であり続けるとい

う気持ちも強くなり、その事が、永遠に輝き続けるクラブ

としての必要不可欠な要素であると思います。 

この後、当クラブの重点項目の一つ「奉仕の輪の拡大（会

員増強）」とロータリー特別月間（会員増強月間）のスター

トを飾るかのように、石原慎一君、伊藤康司君、梅本昌裕

君、３名の入会式を執り行う事となっております。この３

名が、10年度、15年後の当クラブのリーダーとしてご活
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躍して頂く事を大いに期待をしているところであります。 

最後になりました。いよいよ、夏も本番でございます。

会員の皆様におかれましては、お体に充分気を付けられ、

引き続きロータリー活動にご協力頂きます様お願い申し上

げまして、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 5３ 出席率 90.90％ 

出 出席義務者 31 欠 

席 

者 

出席義務者 4 

席 出席免除者 13 出席免除者 5 

者 出席者計 44 欠席者計 9 

前々回例会（７月11日） 

会員数 5０ 出席率 95.45％ 

出 出席義務者 30 欠

席

者 

出席義務者 2 

席 出席免除者 12 出席免除者 6 

者 出席者計 42 欠席者計 8 

●ニコニコボックス報告（友原 寛之委員） 

地区大会のＰＲにお伺いしました。宜しくお願い致します。 

             小牧ＲＣ 船橋 茂行 君 

石原慎一君、伊藤康司君、梅本昌裕君の入会をお祝いし 

て！！  

                  武田 英昭 君 

石原君、伊藤君、梅本君の入会をお祝いして。 

                  田邊 雅彦 君 

新入会員の梅本と申します。皆様宜しくお願いします。 

                  梅本 昌裕 君 

今後長い期間となりますが、どうぞ宜しくお願いします。 

                  石原 慎一 君 

この猛暑で、今一歩「ボケ」が進みました。 

                  太田 哲郎 君 

誕生日を祝って頂いて。 

                  中島 俊朗 君 

石原君、伊藤君、梅本君の入会おめでとう。 

                  高山 光雄 君 

新入会員を迎えて。 

                  串田 正克 君 

3名の新しい仲間をお迎えした喜びで。 

                  波多野 真 君 

新入会員を迎え、誕生日を祝っていただいて。 

                  井上 政秋 君 

3名の新入会員をお迎えして。 

                  原田 好展 君 

石原君、伊藤君、梅本君の入会おめでとうございます。 

                  稲熊 正徳 君 

難民申請しているウガンダ女性について、先週名古屋高裁 

で勝利判決をもらいました。 

                  川口 直也 君 

伊藤康司君、入会おめでとう。 

                  入谷 宏典 君 

新入会員の石原君をよろしくおねがい致します。 

                  安江 寛二 君 

梅本さん、石原さん、伊藤さん、の入会おめでとうござい 

ます。宜しくお願いします。 

                  早川 正倫 君 

誕生日をお祝い頂きありがとうございます。 

                  近藤 和彦 君 

新入会員の皆様ご入会おめでとうございます。 

                  伊東 由之 君 

石原さん、梅本さん、伊藤さん、の入会おめでとうござい 

ます。宜しくお願いします。 

                  友原 寛之 君 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

                  真城 壮司 君 

 

 

今日も元気で！                  

               

阿萬 裕子 君 石川 良治 君 伊勢村道雄 君

市川 孝 君 稲吉 將秀 君 内海 辰巳 君

太田 威彦 君 北園 守生 君 栗田 和典 君

三治 明 君 杉本 敦永 君 竹尾 悟 君

田中 秀典 君 照井 通夫 君 中林 正人 君

松本 雅人 君 安川 正勝 君 山内 佳紀 君

山北 秀和 君 

  

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ４２名  ７１，０００円  

本年度の協力累計          ２４９，０００円  

 

 

 

 
 

 
小牧ＲＣ 地区大会実行委員長 船橋 茂行君 

        委員 大島 賀行君 伊藤 直樹君 

 

地区大会 第一日目 2016年11月5日（土） 

     第二日目 2016年11月6日（日） 

     会場 ウェスティンナゴヤキャッスル 
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江南ロータリークラブ 

      沢田 昌久君  暮石 哲真君 

 

東尾張分区ＩＭ（インターシティミーティング） 

2016年11月20日（日） 

受付  13：20～ 

開会  14：00 

懇親会 17：15～ 

 

 

 
 

 
石原 慎一君 

 

□氏 名     石原 慎一（いしはら しんいち） 

        （生年月日 1972年5月22日） 

         推薦者 安江 寛二 

勤務地     名古屋市中村区名駅4-3-10 

東海ビル305号 

自 宅     海部郡大治町西條大辻60-2 

事業所名    石原税理士事務所 代表 

 職業分類    税理士 

 所属委員会   クラブ奉仕委員会 

 

 

 

 

 
伊藤 康司君 

 

□氏 名     伊藤 康司（いとう こうじ） 

        （生年月日 1958年1月20日） 

         推薦者 入谷 宏典 

勤務地     名古屋市中川区篠原橋通3-48 

 自 宅     名古屋市千種区茶屋坂通 

2-41-2 401 

事業所名    アバンギャルド フジコウ（株） 

         代表取締役 

職業分類    商業デザイン 

所属委員会   クラブ奉仕委員会 

 

 

 
梅本 昌裕君 

 

□氏 名     梅本 昌裕（うめもと まさひろ） 

        （生年月日 1978年12月27日） 

         推薦者 井上 政秋 

勤務地     名古屋市中区栄5-25-30  

金馬ビル１Ｆ 

自 宅     名古屋市緑区池上台1-82-1  

ローレルコート池上台115号 

事業所名    （株）ひかりタイプ 

          代表取締役 

職業分類    印刷業 

所属委員会   親睦活動委員会 
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第２回理事役員会議事録 

                              

日時 平成２８年８月１日（月）13：30～13：50 

場所 キャッスルプラザ ４階 茜の間 

 

議題 

【報告事項】 

① ８月９月例会行事について別資料により、第４回例

会～第１０回例会まで原田副会長より報告がなされ

た。 

② ＲＩ２０１６規定審議会決定事項反対表明について、

採択制提案 16-07 クラブ会員の入会金に関する箇

所を削除する件、立法案反対表明書式を８月１５日

必着で米国エバンストンの世界本部に提出すると報

告された。 

 

【審議事項、協議・討議事項】 

特になし 

 

【確認・要望・依頼事項】 

① 東尾張分区内会長幹事会犬山ホテルにて開催（8/10）

対象者：会長・幹事 

② 第２１回全国空港ＲＣフォーラム開催（9/10）対象

者：会員及びご家族 

（竹尾実行委員長よりＲＣ会員全員登録として会費

10,000円と確認）  

③ ガバナー補佐訪問及び第２回クラブ協議会開催

（9/12）対象者：会長・幹事以下クラブ理事役員・

委員長・副委員長及び入会後１年未満の新入会員 

④ 地区米山奨学委員長会議（9/8）対象者：Ｒ財団・米

山奨学委員長 

⑤ 地区青少年サミット開催（9/22）対象者：青少年奉

仕委員長 

【その他】 

① 例会報告等（地区内各委員会報告）については例会に

て発表 

【次回開催日時・場所の決定】 

日時：平成２８年９月５日（月）１１：３０～ 

場所：キャッスルプラザ「福の間」にて 

 

以上、田邊幹事より報告がなされ閉会した。                  

 

議事録 副幹事 松本 雅人 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


