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会長 山北 秀和君
「国家君が代」「四つのテスト」
新年度事業計画発表
安江 寛二副委員長

会長挨拶
名古屋空港ロータリークラブ会長 山北 秀和君

今年度の RI 会長バリーラシンさんのテーマは、
「イン
スピレーションになろう」ということです。
盛り上がるサッカーのワールドカップ（W 杯）ロシア
大会。今大会、ピッチと同じくらい脚光を浴びているの
が、試合後のサポーターの様子です。
かつてないほどに各国で客席の掃除に励むシーンが見
受けられます。しかし、日本人サポーターからすれば、
大会ごとに見慣れた光景でもあります。
いったい、
“発祥”
はどこなのか――。海外メディアは「清掃のパイオニア
は日本のファンたちだ」と“日本発”を認定しています。
熱い戦いを繰り広げるピッチに声援を送る客席も、い
つも以上に脚光を浴びる大会となっています。海外メデ
ィアは試合後に清掃に励むサポーターを度々、話題にし
ています。セネガル、サウジアラビア、コロンビア、ウ
ルグアイなどが勝ち負けに関わらず、ゴミ拾いを行った

ことが伝えられています。
しかし、日本のファンからすると“見慣れた光景”か
もしれません。それもそのはず、日本にとって初出場だ
った 98 年フランス大会は 3 戦全敗にもかかわらず、サ
ポーターが試合後に清掃活動を行い、話題を呼んだ。日
本人らしい美徳が表れたシーンを誇らしく思ったファン
も多いでしょう。続々と報じられる今大会の報道にも日
本の“歴史”を認めているものもありました。
英 BBC は「清掃のパイオニアであり、有名なのは日
本のファンたちだ」と紹介。
「パイオニア」という表現を
使って“日本発”であることを紹介しています。
また、別の記事では「日本のファンが模範を示した。
コロンビアの熱狂ファンがそれに続いた。セネガルとウ
ルグアイのサポーターも最新の勝利試合で加わった」と
紹介。
「日本の活動が他の国に広がったようだ」
とも記し、
広がりを認めています。
88 年の歴史がある W 杯は 21 回目を迎え、ピッチ上
の選手たちの技術は各段に進化し、判定には VAR（ビ
デオ・アシスタント・レフェリー）が導入されるなど、
大会ごとに進化を遂げています。そんな中で日本人サポ
ーターが 20 年に渡って客席で示してきた姿勢も新たな
W 杯の価値として根付き始めている事は、
私が思うところの「インスピレーションになろう」で
す。
ちなみに明日 3日未明に行われる決勝トーナメント１
回戦は、日本対ベルギー戦です。
私は、3 年前にベルギーへ行きましたがこじんまりと
した国でした
ベルギーの人口は、１，１３２万人 東京人口１，３
７５万人、ベルギ－の国土は、3 万 528 ㎢、九州の面
積が 3 万 9000 ㎢。
FIFA ランキングでは、ベルギー3 位
日本 61 位
みなさん 眠たい時間ですが、
日本を応援しましょう。
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アテンダンス表彰ありがとうございます。
波多野 真 君
山北・安川丸の門出を祝って。
照井 通夫 君
親睦委員会、一年間よろしくお願いします。
原田 好展 君
山北・安川丸の船出を祝して。
稲熊 正徳 君
山北・安川年度の門出をお祝いして。
稲吉 將秀 君
山北会長、あなたの指導力、あなたの人柄で名古屋空港
ロータリークラブを益々発展させてください。アテンダ
ンス表彰ありがとうございます。
國田武二郎 君
副幹事として頑張ります。
皆様よろしくお願い致します。
阿萬 裕子 君
山北会長、安川幹事一年間よろしくお願いします。
早川 正倫 君
稲吉ＰＰより分不相応ではありますが会長賞を頂きま
した。ありがとうございました。山北会長本年度よろし
くお願い致します。
伊東 由之 君

告

●出席報告 （照井 通夫副委員長）
本日の例会
会員数
49
出席率
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出
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出席義務者
8
席
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3
者
者
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11
前々回例会（６月 2５日）
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出
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0
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5
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●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員）
本年度会長をおおせつかりました山北です。
会員の皆様
一年間ご協力よろしくお願い致します。
山北 秀和 君
本年度精一杯努めます。
皆様どうぞよろしくお願いしま
す。
安川 正勝 君
山北・安川・会長幹事の門出を祝って。この一年楽しい
ロータリー活動を。
鈴木 恵一 君
３７年アテンダンス、
８２歳誕生日を祝って頂いた喜び
で。
波多野勝美 君
７５才になります。いよいよ後期高齢者、いやまちがえ
ました。末期高齢者になります。宜しく。ありがとう。
太田 哲郎 君
山北丸の出航をお祝いして。
山田 幹雄 君
山北会長、安川幹事のご活躍を期待して。
中島 俊朗 君
アテンダンスありがとうございます。
市川 孝
君
山北丸の出航を祝して！
アテンダンス表彰を頂く喜びで！
武田 英昭 君
山北君・安川君、一年間頑張って下さい。アテンダンス
２２年祝って頂いて。
石川 良治 君
山北会長・安川幹事のご活躍を祈念します。
誕生日を祝って頂き有難うございます。
金井 和治 君
山北・安川丸の門出を祝して。
竹尾 悟
君
新年度を祝って。
内海 辰巳 君
山北会長と安川幹事の出航をお祝いして。また、アテン
ダンスを祝福して頂きありがとうございます。
串田 正克 君

今日も元気で！
石原 慎一 君
伊藤 康司 君
北園 守生 君
近藤 和彦 君
柴田 弘
君
高山 光雄 君
田邊 雅彦 君
中林 正人 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
本年度の協力累計
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2018-19 年度国際ロータリーの会長は、バハマの
EAST NASSAU ロータリークラブ所属のバリー・ラ
シンさんです。
フロリダ大学で保健・病院運営の MBA を取得し医療機
関 Doctors Hospital Health System で院長を
37 年勤め現在は顧問を務めています。
2018-19 年度国際ロータリーのテーマは、 「インス
ピレーションになろう」
です。前向きな変化を生み出し、私たちが今日直面する
課題に勇気と希望、そして創造性をもって正面から立ち
向かう意欲を、クラブ、地域社会、そして組織全体から
引き出すための
「インスピレーション」
となりましょう。
2018-19 年度ロータリーの目標
優先項目 1 「クラブのサポートと強化」に関する目標
1. 現会員を維持する。
2. クラブの会員数を増やす。
3. 新クラブを結成する。
4. 女性会員、40 歳未満会員、ロータリーに入会する
ローターアクターの数を増やす。
優先項目 2 「人道的奉仕の重点化と増加」に関する目
標
1. ポリオ撲滅活動への現金寄付と地区からの DDF 寄
贈を増やす。※地区財団活動資金
2. DDF を利用した地元や海外での地区補助金並びに
グローバル補助金を増やす。
3. インターアクトとローターアクトが地元のロータリ
―クラブや地域社会を一緒に、奉仕プロジェクトに
参加するよう促す。
4. 年次基金への寄付を増やし、2025 年までに 20
億 2500 万ドルの恒久基金を達成する。

そして同時にそこからロータリー活動を広げていこうと
いう意味を込めたそうです。
分区内交流活動の奨励
1. 分区内の近く又は少し離れたクラブの例会に参加し
ましょう。入会３年未満の会員を先輩会員が付き添
って他クラブに出向いてください。
これについては、地区予算から新会員分のビジター
フィを補助してもらえる。
2. クラブ同士で卓話者の交換を行いましょう。
3. 2 クラブ合同でガバナー訪問されたクラブ同士は、
ホストを変えて合同例会を企画してみてください。

武田 英昭副会長

優先項目 3 「公共イメージと認知度の向上」に関する
目標
1. ポリオを撲滅におけるロータリーとロータリアンの
役割の周知を図る。
2. ロータリーへの認識を高め、
「世界を変える行動人」
キャンペーンを推進する。
3. ロータリーショーケースとアイデア応援サイトを利
用したり、クラブ史を記録することで、ロータリー
クラブのプロジェクトに対する認識を高める。

安川 正勝幹事

2760 地区今年度ガバナーは、豊橋ロータリークラブ所
属の村井總一郎さんです。
職業は、種こうじ製造で 気象予報士・ビオトープ管理
士・理学博士でもあります。
地区活動方針は、
「あなたの街でロータリーを！あなたの
街からロータリーを！」ということでロータリー活動の
基礎となる奉仕の理念を学び、その実践を自分自身が活
動している街、地域、生活圏、クラブでしつかりと行い、

市川 孝米山副委員長・
米山奨学生 高 天翔君
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第１回理事役員会議事録
平成３０年７月２日（月）１１：３０～１２：００
場所 キャッスルプラザ ３階 亀の間（欠席：なし）
安川幹事の進行により、第１回理事役員会が開会され
た。
山北会長挨拶 本日は参加ありがとうございます。参
加いただき心強く感謝します。
委員長は事前に安川幹事と厳選させていた
だきました。お願いばかりとなるとは思い
ますが責任は取りますのでやりたいことを
やっていただければ助かります。会長の役
目として元気に旗振りをし、旭川、フィリ
ピン訪問、年末家族会、世界大会を盛り上
げます。また、急な中、副会長を引き受け
ていただいた武田副会長ありがとうござい
ました。皆様これから１年、宜しくお願い
致します。
「議 題 」
「報告事項」
① ７・８月例会行事の報告
武田副会長より（資料 1）の通り報告した。
② マカティウエスト RC４９回就任式（7/14）訪問に
ついて
伊東国際奉仕委員長より報告した。
出席を募った結果、山北会長、安川幹事、稲熊会長エ
レクト、伊東国際奉仕委員長の４人で参加をする。日
程は 7/13（金）14（土）15（日）で次年度の当ク
ラブの 45 周年事業の
お知らせをしてきます。
「審議事項」
① 新入会員の承認について
串田増強委員長より（資料 2）の通り報告し全員が承
認した。
7/1 に本人にも問題なしと通告した。発表が遅れたの
は株主総会を待った後となったため。 本人も快諾し
たと紹介者の松本君から聞いている。
（稲吉ＰＰ）
② クラブ行事予定及び予算（案）について
安川幹事より（クラブ計画書）について報告し全員が
承認した。
Ｐ．４３「上期、下期の行事」Ｐ．４７～５１会計案、
予算案について
Ｐ．４７、４８の前期人数５１人を４９人修正する。

[確認・要望・依頼事項]
以下について安川幹事より報告した。
① 「社会を明るくする運動」出発式及び啓発活動（7/5）
について
入会３年以内の会員への参加を促す。
② 第 29 回インターアクトクラブ年次大会開催（7/16
）について
全会員を対象に出席を促す。
③ 第１回地区内クラブ公共イメージ向上委員長
会議（7/26）に公共イメージ向上委員長、幹事が
出席する。
④ 地区ロータリー財団セミナー（8/4）に会長ｴﾚｸﾄ
幹事（副幹事代理）が出席する。
「その他」
① 空港フォーラムの日程について原田親睦委員長より
報告した。
9/16,17,18 に旭川空港フォーラムの日程を決定
した。
② インターアクトクラブの告知を全会員に田中青少年
委員長が行う。
③ 会長挨拶を副会長が行うことについて鈴木 R 財団・
米山委員長より確認があった。
本来、会長挨拶は会長が行うべきであり副会長が行
うことについて会としての方針を確認したい。
昨年度は会長挨拶を行った後に副会長挨拶に引き継
いで行っていた。
（稲吉ＰＰ）
会長が欠席した場合のみ副会長が挨拶を行うことと
する。
（山北会長）
④ 中林ＳＡＡ委員長より SAA は例会で「君」付を徹
底する。
⑤ クラブエンブレムを今年度のアテンダンス記念品の
予算で本日配布する。
（安川幹事）
そのため例会時は表彰のみとし、記念品授与は行わ
ない。
皆勤賞の表示は誤り。
⑥ 第 1 回クラブ協議会開催について
7 月 9 日(月)13:30～14：30 （安川幹事）
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 30 年 8 月 6 日(月) 11:30～
場所 : キャッスルプラザ「福」にて
議事録 阿萬 裕子
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