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第１９４０回例会 

     ２０１７年７月３日（月）第１回       

●点  鐘 会長 稲吉 將秀君 

●斉 唱 「君が代」「四つのテスト」 

●例会行事 新年度方針 

      新年度事業計画発表 

 ●司  会 原田 好展ＳＡＡ副委員長 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 稲吉 將秀君 

 
 

２０１７～２０１８年度が始まりました。私が一年間当

クラブの会長として皆さんの先頭に立ってクラブの維持

と継続的発展の為、尽力させて頂きますので宜しくお願

い致します。 

当クラブの今年度のクラブテーマは「輝くロータリー活

動の実践」です。会員の皆さんが元気に楽しくそして有

意義なロータリー活動をして頂く為に５つの重点目標を

設定させて頂きました。その項目については後ほどの卓

話でお話をさせて頂こうと思います。 

年初にあたり私が最初に皆さんにお話ししなければなら

ない事は昨年２０１６年国際ロータリーの規定審議会で

決定した立法案です。これは３年に一回ロータリーの規

定を変える審議会で今回も米国シカゴで６１件の法案が

可決しました。すべてをこの場でお話できませんが重要

項目を４つご紹介します。①例会は月に２回以上開催す

れば良い。②手続要覧から入会金の項目を削除する。③

出席免除要件を変更する。（合計が８５年以上でかつ２０

年以上の会員歴があること）。④入会条件を変更する。（詳

細は後の会長卓話でお話します。） 

前年度の理事役員会で議題になり討論し決定して頂きま

したが今年度は①の例会の件は従来通り毎週１回の開催

を継続します。（特別な休会はあります。）②の入会金の

件につきましても従来通り入会金として１５万円を納め

て頂きます。③、④の項目は今回の改定を順守したいと

思いますので、宜しくお願い致します。 

さて私が名古屋空港ロータリークラブに入会したのは

今から１０年前の２００７年の７月に金井和治パスト会

長の紹介で入会させて頂きました。早いものでもう１０

年です。当時を振り返ってみますと、とにかく面白い会

があるから入会しなさい。とのお誘いでした。多くの皆

さんも訳も分からず入会した方が多いかと思いますが、

年会費４０万円（親睦会費６万円含む）広告代、寄付金、

委員会の親睦費用等々を合せますと約年間５０万円でし

ょうか、この費用を払って何の為にロータリーに在籍し

ているかと想像するに多くの事が思い浮かびます。①仲

間を増やしたい。②楽しく遊びたい。③皆と美味しい食

事をしたい。④人脈を広げたい。⑤他業種の方と話がし

たい。⑥知識を広げたい。⑦知人が会にいるから。⑧皆

に自分の喜びや悲しみを聞いてほしい。⑨有意義な奉仕

活動をしたい。⑩自分の仕事に役立てたい。⑪会員や外

来者卓話を聞きたい。⑫気分転換の場としたい。等々沢

山あると思います。一つではなく複数の方も見えるでし

ょう。どれも間違いではなく又、実現可能なのがロータ

リーです。私は一年間をかけてそれぞれの希望に極力応

えられる様頑張ってまいりたいと思います。その為には

皆さんもロータリーを知り仲間を知らなければなりませ

ん。私も会長エレクトとしてＲＬＩ（ロータリーリーダ

ーシップ研究会）に３日間９時～１７時まで毎回６単位

びっちり教えて頂きました。他にも多くの勉強会に参加

させて頂きました。そこで学んだ多くの事を生かして皆

さんにいくつもの機会を提供したいと思います。多くの

事に参加いただければ必ず目的が達成できると信じてい

ます。それらの機会を今年度の理事・役員の皆さんで協

力し提供したいと思います。 
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１年間宜しくお願い致します。簡単ですが本日の会長挨

拶とさせて頂きます。 

 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （栗田 和典委員長） 

本日の例会 

会員数 5３ 出席率 91.67％ 

出 出席義務者 30 欠 

席 

者 

出席義務者 ４ 

席 出席免除者 14 出席免除者 ５ 

者 出席者計 44 欠席者計 ９ 

前々回例会（６月１９日） 

会員数 53 出席率 100％ 

出 出席義務者 34 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 12 出席免除者 7 

者 出席者計 46 欠席者計 7 

●ニコニコボックス報告（伊藤 康司委員） 

一年間会長としてお世話になります。宜しくお願い致し 

ます。 

                 稲吉 將秀 君 

本日より新年度宜しくお願い致します。 

                 松本 雅人 君 

新年度を祝って。 

                 柴田 弘  君 

誕生日お祝い頂きありがとう。７４歳でーす。 

                 太田 哲郎 君 

稲吉会長、松本幹事の新たなリードをお祝いして。 

                 中島 俊朗 君 

稲吉さん、松本さん、一年間頑張って下さい。 

6/24 にＲ財団功労表彰を頂きました。 

                 中林 正人 君 

稲吉丸の門出を祝して。 

                 伊勢村道雄 君 

新年度をお祝いしアテンダンス表彰を頂いた喜びで！ 

                 武田 英昭 君 

稲吉会長、松本幹事、今年は頑張って下さい。 

                 石川 良治 君 

稲吉会長、松本幹事の出港を祝い航海の無事を祈ります。 

                 金井 和治 君 

稲吉会長、松本幹事一年だけ頑張ればすみます。 

                 村瀬冨三夫 君 

稲吉・松本丸の船出を祝して。 

                 竹尾 悟  君 

新年度を祝って。 

                 内海 辰巳 君 

稲吉会長、松本幹事、一年間よろしくお願い致します。 

                 波多野 真 君 

稲吉会長と松本幹事のこの一年のクラブ運営を楽しみ 

にしています。 

                 串田 正克 君 

 

稲吉丸をお祝いして。 

                照井 通夫 君 

稲吉丸の出航を祝って。 

                山北 秀和 君 

稲吉会長、一年間宜しくお願いします。 

                栗田 和典 君 

稲吉丸の出航を祝して！ 

先週ゴルフ部会の最終戦で優勝できました。 

あと、お酒は控えます。 

                稲熊 正徳 君 

本年度よりさらに頑張ります。宜しくお願いします。 

                安川 正勝 君 

稲吉会長ら執行部の一年間のご活躍を祝って。 

                國田武二郎 君 

会長賞ありがとうございます。 

石川様のお心遣いに感謝です。 

                阿萬 裕子 君 

アテンダンスを祝って頂いて。 

                伊東 由之 君 

 

               

  

今日も元気で！                  

               

石原 慎一 君 市川 孝 君 伊藤 康司君 

太田 威彦 君 北園 守生 君 近藤 和彦君 

柴田 和宏 君 鈴木 恵一 君 高山 光雄君 

田中 秀典 君 田邊 雅彦 君 友原 寛之君 

早川 正倫 君 原田 好展 君 堀塲 竜司君 

真城 壮司 君 安江 寛二 君 

 

御協力ありがとうございました。 

 

 

本日の協力  ４０名  ６５，０００円  

本年度の協力累計           ６５，０００円  
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高 天翔君 

 

 
串田 正克カウンセラー 

 

 

 

 

 
 

 
中林 正人ＰＰ 

 

6/24 開催 2016-17 年度地区役員・会長幹事会にて 

中林正人ＰＰが「ロータリー財団功労表彰」を授与され 

ました。 

 

 

 

 

 
 

  6/24 2016-17 年度地区役員・会長幹事会にて 

 
 

 
  2016-17 年度服部良男ガバナーより 

授与されました。 
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内容はクラブ計画書記載通りです。 

 

 

 

 

 
 

名古屋空港 Rotary 第 1 回理事役員会 

 議事録 （7 月 3 日） 

 

【議題】 

［報告事項］ 

①7、8 月例会行事について 

   栗田和典副会長より以下の例会行事の報告がありま 

した。 

   7/3 ・10 日 …新年度事業計画発表 

   7/17 日…24 日の例会変更 インターアクト年次総 

会（担当 青少年奉仕委員会）春日井市民会館 

   7/31 日…クラブ創立記念夜間例会 

   8/7 日…全員協議会（担当 会員増強委員会） 

   8/14 日…休会 

   8/21 日…外来者卓話 【未定】（担当 クラブ奉仕委 

員会） 

   8/28 日…外来者卓話 【未定】（担当 会員増強委員 

会） 

    

 

②マカティウエスト RC48 回就任式 7/15 訪問につ 

いて 

   柴田国際委員長より  

   7/13~16日迄 10人で参加との報告がありました。 

 

 

［審議事項］ 

①クラブ行事予定及び予算（案）について  

   稲吉会長より詳細説明があり全員一致で可決承認さ 

れました。 

  

②国際ロータリー第 2760 地区東終わり分区 1 人 1 人 

の植樹について 

   全員一致で小牧ワイナリーへの植樹に決定されまし 

た。 

   費用 3000 円×メンバー分。クラブ予算から捻出。 

 

 

 

 

 

［確認・協議・検討事項］ 

松本幹事より以下の件の確認がありました。 

 

①7/10  社会を明るくする運動出発式及び啓発活動に

ついて  

   対象者・会長 幹事 社会奉仕委員会、他 

 

②7/17  第 28 回インターアクトクラブ年次大会開催

について 

   対象者・会長 幹事 社会奉仕委員会 他 

 

③7/２7  第1回地区内クラブ公共イメージ向上委員長

会議 

   対象者・公共イメージ向上委員会 

 

④7/25  各クラブの為の危機管理について… 

   対象者・会長エレクト R 情報委員長 

    

 

⑤7/21  会員増強セミナー開催について…国際センタ

ーにて開催 

   対象者・幹事 会員増強委員会 

 

⑥7/28  第 1 回クラブ国際奉仕委員会会議開催につい

て 

   対象者・国際奉仕委員会 

 

⑦8/4   地区ロータリー財団セミナーについて…東急

ホテルにて開催 

   対象者・会長エレクト 副幹事 

 

［その他］ 

①7/10 13;30~14:30 第 1 回クラブ協議会開催につ

いて 

   対象者・理事役員 委員長 担当副委員長 

 

   次回開催日時の決定 

   8/7 11:30~  キャッスルプラザ福の間にて 

 

議事録  安川 正勝副幹事 

 

 


