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第１９１０回例会 

     ２０１６年１０月３日（月）第１１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 会員卓話 國田武二郎会員 

      「ロータリアンが知っておくべき 

様々なハラスメント」 

 ●ビジター 古橋エツ子君（尾張旭ＲＣ）他１名 

 ●司  会 ＳＡＡ副委員長 安江 寛二君 

          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して頂きありが

とうございます。 

ビジターの皆様、ようこそ当クラブにお越しいただき有

難うございます。 

10月を迎え、当クラブの会長を仰せつかって以来、会

員皆様のお陰で3ヶ月を経過致しましたが、心なしか月日

が経つのが遅いような気が致します。 

現在では、多くの企業が新規採用者に対しては、その者

の能力や適性、勤務態度等を見極める試用期間を定めてお

り、その試用期間は一般的には、1ヶ月から6ヶ月かと思

いますが、近年は3ヶ月という企業が多いようです。ロー

タリーに於いても会長としての適格性を観察、評価する為

の試用期間があるとしたならば、この3ヶ月、本年度会長

は、当クラブの会長として職責を全うしているのでしょう

か・？その答えは、後程、個別に伺えれば幸いとと考えて

いるところでございます。 

本年度は、『笑顔と共に奉仕の輪を広げよう！』をクラブ

テーマとして掲げ「明るく、楽しく、心豊かに」をモット

ーとしてスタートしてまいりましたが、この3ヶ月を振り

返ってみますと会長として反省する点ばかりでございます。

しかしながら、幸いにも本年度も例年同様、優秀なる理事

役員の皆様や実行力に溢れる副委員長がおられます。そし

て、何よりもここに親愛なる会員52名の皆様がおられま

す。皆様のご指導ご協力のもと、3ヶ月が過ぎたことをこ

の場で改めて御礼を申し上げる次第でございます。 

本年度を振り返るのには、早すぎるかと存じますが、こ

の3ヶ月を振り返ってみますとスタートの7月は、私にと

りましては、ロータリーの特別月間「不安と緊張の月間」

であり今でもそうですが、会長挨拶で一体何を話したのや

ら全くと言ってもいい程、記憶がない状況でございます。 

8月の「会員増強月間」では、幸いにも井上会員、入谷

会員、安江会員の推薦で、梅本君、伊藤君、石原君という

大変素晴らしい3名の新入会員を迎えることができました。

この3名の新入会委員と会員皆様と共にロータリーという

輪の中で新しい歴史の1ページを刻む事になったことを大

変嬉しく感じているところでございます。 

そして、先月9月は、1996年4月に当クラブが提唱

してスタートした空港の安全と発展を願う全国空港RCフ

ォーラムの第21回フォーラムが「空港と地域社会そして

ロータリークラブとの関わり」をテーマとして来訪6クラ

ブ含め123名が参集し、盛大に開催できたこと、竹尾実

行委員長はじめ会員皆様のご協力に改めて感謝申し上げる

次第でございます。 

さて、本年度は、当クラブが50年後100年後まで活

力があり、輝き続けるクラブである為「奉仕の輪の拡大（会

員増強）」をクラブ重点項目の一つとさせて頂いております。

本来であれば、8月第一例会の増強に関する全員協議会に

於いて照井増強委員長による具体的な増強方針等予定をし

ておりましたが、諸事情により実施できませんでした。そ

こで、照井増強委員長より強い要請で本日の会員卓話の前

に、本年度増強委員会として会員増強に関する緊急提案を
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するとの事ですので会員皆様のご理解とご協力をお願い致

します。 

当クラブが、永遠に輝き続ける為には、「奉仕の輪の拡大

（会員増強）」は、避けては、通れない道であります事は、

皆様もご承知の通りです。 

この場で、皆様に会員増強のご協力を重ねてお願いする

次第でございます。 

最後に本日、会員卓話として國田会員より「ロータリア

ンが知っておくべき様々なハラスメント」と題して卓話を

頂戴します。特に其々の企業、事業所で最も影響力のある

当クラブ会員においては、その影響力が時として「権力を

利用した、嫌がらせ・」と取られる場合があると思われま

す。そのハラスメントについて最近マ、スコミ等に度々登

場する國田弁護士から有効なアドバイスを伺う時間を頂い

た事に感謝して会長挨拶といたします。 

 

        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 77.55％ 

出 出席義務者 24 欠 

席 

者 

出席義務者 11 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 38 欠席者計 15 

前々回例会（9月1２日） 

会員数 53 出席率 100％ 

出 出席義務者 35 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 49 欠席者計 4 

●ニコニコボックス報告（稲熊 正徳副委員長） 

初めて訪問させていただきます。宜しくお願い致します。 

            尾張旭ＲＣ 古橋エツ子 君 

初めてのメーキャップです。おじゃま致します。 

            尾張旭ＲＣ 松永 洋子 君 

國田会員の卓話に感謝！！又、会員皆様の３か月間のご協 

力に感謝して。 

                  武田 英昭 君 

國田武二郎会員、卓話宜しくお願い致します。           

田邊 雅彦 君 

アテンダンス表彰を受けて。結婚記念日を祝って頂いてあ 

りがとう。 

                                    柴田 弘  君 

３６年になりました。 

                  鈴木 恵一 君 

Thank you for our Wedding Anniversary!! 

                  太田 哲郎 君 

アテンダンス表彰を受けた喜びで。 

                  山田 幹雄 君 

結婚記念日を祝って頂いて。 

                  中林 正人 君 

 

誕生日を祝って頂いて。 

                  土屋 範郎 君 

アテンダンス表彰を祝って頂いて。丸５年になりました。 

                  柴田 和宏 君 

結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。 

                  安江 寛二 君 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

                  松本 雅人 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

伊東 由之 君 稲熊 正徳 君 稲吉 將秀 君

内海 辰巳 君 梅本 昌裕 君 太田 威彦 君

金井 和治 君 串田 正克 君 國田武二郎 君

栗田 和典 君 近藤 和彦 君 三治 明 君

杉本 敦永 君 高山 光雄 君 照井 通夫 君

波多野勝美 君 波多野 真 君 真城 壮司 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  ３６名  ５９，０００円  

本年度の協力累計          ５０８，０００円  

 

 

 

 
 

 
國田武二郎会員 

「ロータリアンが知っておくべき 

様々なハラスメント」 
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第4回理事役員会議事録 

                            

平成２８年10月3日 

日時 平成２８年10月3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。（原田 

副会長、入谷職業奉仕欠席） 

 

会長挨拶 武田会長より、9/10第 21 回全国空港ＲＣ

フォーラムの開催では竹尾実行委員長はじめ

皆様にご尽力頂いたこと感謝をされ、会長職

3 ヶ月が過ぎ緊張の連続であることお話があ

り開始した。 

議題 

「報告事項」 

① 10・11月例会行事について田邊幹事より（資料1）

の通り報告した。 

② 松本空港ＲＣ創立30周年記念式典について、（資料2）

の通り 11 月 18 日 に松本市のザ・ﾌﾞﾗｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝにて

開催され、武田会長、田邊幹事が出席される事、報告

した。 

「審議事項」 

① 第２１回全国空港ＲＣフォーラム決算について武田会

長より（資料 3）の通り報告し、全員満場にて承認し

た。 

「協議・討議事項」 

無し 

「確認・要望・依頼事項」 

① 東尾張分区ＩＭ（11/20）参加及び講師への質疑事項

について（資料4）の通り報告し、2012-2013年Ｒ

Ｉ会長の田中作次氏への質問を 10/21 までに提出の

お願いをした。 

② 香港九龍西ＲＣ55周年訪問11/17～11/20につい

て、現在3名の訪問希望があると報告した。 

③ ｸﾗﾌﾞ職業委員会会議開催 11/10 について対象者：田

邊雅彦幹事が出席する事、報告した。 

④ 犬山ＲＣ55 周年は武田会長、田邊幹事が出席する事

を報告した。 

「その他」 

福田永久会員の件、大変お元気であること、しかしまだ

外出は少し難しい事を報告した。 

川瀬会員は最近欠席がつづいているが確認すると大変多

忙である為と報告した。 

 

「次回開催日時」平成28年11月7日（月）11：30～ 

        場所 キャッスルプラザ 福の間 

 議事録 松本雅人副幹事 

 

 
 

第2回 

〔開催日〕平成28年9月27日（火曜日） 

〔開催地〕涼仙ゴルフ倶楽部 

〔参加者〕19名 

 

第２回ゴルフ部会コンペが9月27日 涼仙ゴルフクラブ 

にて開催されました。 

参加者は19名おみえになりました この日の天候は最高

のゴルフ日和でした 前日まで雨続きで心配してましたが 

本当に皆さんのパワーを感じます。今回のゴルフは70歳

以上の方々の元気なプレーに引っ張られるよう楽しいゴル 

フをしました！ 

今年度新会員の石原君 早速ゴルフ部会 会員になって参加 

していただき ありがとうございます。 

 

今回の優勝  柴田 和宏君 

準優勝 石原 慎一君 

会長賞 高山 光雄君 

 

おめでとうございます。皆さん調子が良かったのかネット

を下回る方が10名おみえになって次回ハンディが改定さ 

れました。次回からの優勝争いが楽しみになってきまし

た！ 

第３回ゴルフコンペは10月20日 南山カントリークラブ

にて開催いたします 皆さん 更なる腕を上げて優勝目指し 

頑張って下さいね！ありがとうございます 

 

                         ゴルフ部長 

                                太田 威彦 
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優勝 柴田 和宏君 

 

 
準優勝 石原 慎一君 

 

 
会長賞 高山 光雄君 

 

 

 
 

空港フォーラム実行委員会解散式 

 

10月4日 (火)PM6:00より空港フォーラム実行委員の

反省及び今後の更なる発展を目的に武田会長・田邊幹事 他

10名の実行委員が集まり打ち上げ式の名のもと、会合が 

開かれました。 

今回のフォーラムに於いては成果があったということで意 

見が一致しました。 

フォーラム後、観光組・ゴルフ組に分かれロータリアン及

び家族の方々との交流が滞りなく行われたことについても 

成果があったと意見(感想)が一致しました。 

公に設定されていた行事の他、各自ロータリアンとして個

別に親睦交流が行われていたことを聞き感銘をおぼえまし 

た！ 

フォーラム以外の会話に於いては武田会長・田邊幹事は新

年度から３ヶ月を過ぎ、今までクラブの運営や行事など順

調に行われていたか…今後のことを深く考えておられ、安 

心と共に今後が楽しみになりました。 

次回フォーラムは松本空港ロータリークラブで開催されま 

す。 

今後も空港フォーラムを意義あるものとして皆さんで盛り 

上げていきましょう！ 

宜しくお願いします‼ 

ありがとうございました 

そして、お疲れ様でした。 

 

                 広報  太田 威彦 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


