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第１９３７回例会 

     ２０１７年６月５日（月）第３８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 東日本大震災復興支援事業報告 

●ビジター 志水ひろみ君（春日井ＲＣ）他２名 

 ●司  会 山北 秀和ＳＡＡ委員 

          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。 

6月に入り、風薫る5月と暑い7月に挟まれた6月（水

無月）は、「田んぼに水を引く月」と言われているように、

各地の神社では「水無月のお祓い、六月祓」が行われてい

るようです。又、ロータリーの年度に於いても締めくくり

の月、本年度・会長幹事が「身を引く月」となりました。

今までの皆様のご協力に改めて感謝を申し上る次第でござ

います。 

本日は、当クラブのスポンサークラブ、春日井RCから

志水PPが、来訪をして頂きました。時間の許す限り、当

クラブの例会をお楽しみ頂ければ幸いです。又、次年度地

区大会の PRの為に、実行委員会鬼頭副委員長と小澤委員

が来訪されております。確実に次年度が目の前に近づいて

きた様です。後程、地区大会のPRを宜しくお願いを致し

ます。 

 さて、本年度下期のメイン事業「東日本大震災復興支援

事業」が、会員皆様のご協力の下、社会奉仕委員会・職業

奉仕委員会・親睦活動委員会の3委員会による共同事業「陸

前高田市と宮古市を訪れる復興支援ツアー」が、無事終え

ました事、改めて感謝を申し上げます。後程、関係委員会

より報告が予定されておりますが、私からも少し印象に残

った事をご報告致します。 

平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」から

6年が経過致しましたが、未だ、全国に10万9千名余り

の人が、避難をしている状況との事です。 

今回、訪問しました三陸沿岸地域の陸前高田も 6 年前、

津波により、町は全滅、死者・行方不明者が 1,900 名を

超える等、甚大な被害をもたらしたとの事です。その様な

状況にありながら、「破壊された町の暮らしを守ろう」と支

援を待つことなく、いち早く立ち上がったのが、陸前高田

で醸造業を200年以上営んできた、老舗・八木澤商店 八

代目社長 河野和義様です。 

河野様が、ご子息の九代目 河野道洋社長と共に、八木澤

商店の再建を宣言したのは、震災から1ヶ月も経たない4

月1日であったとの事。想像を絶する極限の状態にありな

がらこの決断をしたのは、「生活の基盤を奪われて、未来を

失い、心が壊れて死ぬ人が出ないよう。これ以上の犠牲を

出してはいけないと雇用を守ることを通じて安心して暮ら

せる町を作るのが、生き残った者の使命である。」と社員一

人も解雇せず、被災した町の為に支援物資を配る事も業務

と認め更に、同業他社に製造を委託した商品を販売し、製

造業としてのジレンマと闘いながら雇用を守り続けたとの

事です。 

講演会での締めくくりでは、先週、引退発表したプロゴ

ルファー・宮里藍が、記者会見で「意志あるところには、

道がある。」と話されていたのと同様、河野様からは、「ど

の様な状況でも、自立しようという精神を持ち続ければ、

何時か何処かに繋がる。」と飽くなき復興への思いを我々に

語りかけ講演を締めくくりされました。 

今回の講演会で今後の震災復興支援のあり方、又、ロー

タリアンの一人としてロータリーの職業奉仕とは、何かを

教えられたような気がいたしました。 



 

2／4 

又、講演後の陸前高田 RC の皆様との合同懇親会では、

当クラブ会員皆様からご協力頂きました復興支援の募金

74,000円を含め100,000円を当クラブから陸前高田

RCへ復興支援事業の義援金として贈呈をさせて頂きまし

た。この義援金は、陸前高田RCが取り組んでいる、今後

の津波被害減災対策の一つ「標高表示プロジェクト」の費

用として有効に使って頂く事になった事を皆様にご報告い

たします。 

翌日は、宮古東RCとの二回目の合同例会を開催させて

いただきました。宮古東RCとは、串田年度に復興支援の

第一陣として、仮設住宅に住む高齢者の運動不足対策とし

て「鋤・鍬等の農作業の為の農具の支援」又、内海年度に

は、宮古市が目指す「森・川・海と人が共生する安らぎの

町」実現の為、宮古東RCの50周年事業でもあった「森

林保護の為の植林事業」等宮古東RCが、取り組んでいる

「東日本大震災における復興プロジェクト」にも参画をさ

せて頂いております。 

今回の被災地訪問で、震災復興は、道半ばとか考えます

が今後共、「被災地の人々に活力と笑顔が戻る迄」支援を続

けるべきかと考えるところでございます。 

最後に、少し余談ですが、今回の復興支援ツアー中、私

は、自己管理不足で「38度を超す、還暦を過ぎた知恵

熱・？」と闘っておりましたが、会員皆様に於かれまして

は、これから鬱陶しい梅雨の時期、そして、暑い7月を迎

えることになりますが、健康に充分留意されます様お願い

申し上げ、本日の挨拶といたします。 

 

 

        委 員 会 報 告         

●出席報告 （石原 慎一委員） 

本日の例会 

会員数 5３ 出席率 91.84％ 

出 出席義務者 31 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 45 欠席者計 8 

前々回例会（5月15日） 

会員数 53 出席率 98.11％ 

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（伊藤 康司委員） 

2017-18地区大会への参加登録宜しくお願いします。 

名古屋大須ＲＣ地区大会実行委員会 

            鬼頭 繁成君 小沢 幸男君 

春日井ＲＣ志水ひろみＰＰ来訪に感謝して！！ 

                  武田 英昭 君 

 

 

 

5/21-23の３日間東北復興支援事業として岩手県陸前 

高田市及び宮古市にて2ＲＣと交流してまいりました。参 

加いただいた皆様ありがとうございました。 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

                  田邊 雅彦 君 

東北支援ツアーにて 

・夏空や奇跡の記憶一本松 

・三陸につなぐ空あり夏模様 

                  太田 哲郎 君 

アテンダンスありがとう。 

                  村瀬冨三夫 君 

結婚記念日を祝って頂いて。 

                  竹尾 悟  君 

東北支援ツアーにご協力いただきありがとうございまし 

た。 

                  串田 正克 君 

ゴルフで２位になりました。太田ゴルフ部長のハンデあり 

がとうございました。 

                  原田 好展 君 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

                  杉本 敦永 君 

結婚記念日を祝って頂いて。 

                  柴田 和宏 君 

このたびめでたくゴルフコンペにて二連覇させていただ 

きました。内海さん、稲吉さん、太田さんに感謝です！！ 

                  早川 正倫 君 

結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。 

                  松本 雅人 君 

アテンダンスを祝って頂いて。 

                  友原 寛之 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

井上 政秋 君 入谷 宏典 君 内海 辰巳 君

梅本 昌裕 君 太田 威彦 君 金井 和治 君

北園 守生 君 國田武二郎 君 栗田 和典 君

近藤 和彦 君 高山 光雄 君 田中 秀典 君

中林 正人 君 波多野 真 君 真城 壮司 君

山田 幹雄 君 堀塲 竜司 君 

 

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３９名   ６９，０００円  

本年度の協力累計         １，７７６，０００円 
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名古屋大須ＲＣ地区大会実行委員会 

鬼頭 繁成君 小沢 幸男君 

 

 

 
 

 
幹事 田邊 雅彦君 

 

 

 
 

第12回理事役員会議事録 

                              

平成29年6月5日 

日時 平成29年6月5日（月）18：00～18：30 

場所 重きよ 

 

田邊幹事の進行により、理事役員会が開会された。 

会長挨拶 武田会長より、残り 1 ｹ月となりましたが、

これまで１年間の御礼含めご挨拶され、開会

する。 

 

議題 

「報告事項」 

① 6月例会行事の報告 

田邊幹事より報告した。 

② IDMについて 

内海親睦活動委員長より6/26河文にて現在41名の

出席があり開催する事を報告した。 

③ 2016～2017年度収支決算報告について 

田邊幹事より（資料1）の通り報告した。 

  ロータリー財団地区補助金支給額決定について 

  田邊幹事より（資料2）の通り報告した。 

「審議事項」 

  東北復興支援ツアー決算報告について 

  田邊幹事より（資料3）について報告し、全員万場に 

て承認した。 

 

          議事録 松本 雅人副幹事 
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今年度のゴルフ部会も残すところ２回となりました。今回

は5月25日 東名古屋CC西コースにて開催しました。

雨の中 参加者は15名 天気予報では1日中 雨の予報で

したがプレー30分ぐらいで雨も上がり かえって涼しく 

プレー出来たのではないかと思います🏌️♀🏌 

グリーンはアンジュレーションがあり速めのパターに苦し

みました。そんななかおなじ組みで廻った早川君 以前とは 

見違えるようなショット パットには驚かされました�  

そんな事で今回の優勝者はベスグロも含め早川君 

 

優勝  早川 正倫 

準優勝 原田 好展 

会長賞 石原 慎一 

 

おめでとうございます 

 

今年度 最後となりますが次回は６月２８日 日本ラインゴ 

ルフクラブにて開催しますので宜しくお願い致します 

 同日 夜6時から錦 千とせ家にてゴルフ部会 納会を致し 

ますので参加のほど宜しくお願いします。 

 

            ゴルフ部長 太田 威彦 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


