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第１９８１回例会 

     ２０１８年７月９日（月）第２回       

●点  鐘 会長 山北 秀和君 

●斉 唱 「それでこそロータリー」「浜辺の歌」 

●例会行事 新年度事業計画発表 

 ●司  会 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 

 
 

本日は、わが名古屋空港ロータリークラブの親クラブ

である春日井ロータリ－クラブ川瀬治通会長，古谷義夫

幹事・名古屋空港ロータリークラブの子クラブである名

古屋城北ロータリ－クラブの奥村一憲会長，岩田貴子幹

事が訪問してくださいました。ありがとうございます。 

先日、7月5日に豊山町で行われた「社会を明るくす

る運動」に名古屋城北ロータリークラブとともに参加し 

てまいりました。 

会長として非常にうれしく思ったのが 雨の中にも関

わらず名古屋空港ロータリークラブから11名の参加、

3年未満の会員も3名参加して活気のある活動となりま

した。これも関係委員長が声掛けをしてくれたおかげで 

す。 皆さまありがとうございました。 

会長挨拶ですが、やはり気になる西日本豪雨です。 

停滞した梅雨前線の影響で西日本各地に被害を与えた

記録的な大雨で８日、高知県や岡山県で新たな被害が確

認された。大雨特別警報はすべて解除となったが、１３

府県で８１人が死亡、３人が重体、行方不明や連絡が取

れない人は８７人となり、被害者の数は増え続けている 

そうです。 

新聞のまとめでは、台風７号が九州に接近した３日以

降、８日午後７時半時点の府県別の死者は広島３６人、

愛媛１９人、岡山１３人、山口と京都各３人、福岡２人、

岐阜１人、滋賀１人、兵庫１人、高知１人、佐賀１人。

行方不明などは広島４７人、岡山２２人、愛媛７人など 

少なくとも計８７人。重軽傷は計５１人。 

大規模に冠水した岡山県倉敷市真備（まび）町では８

日午後、新たに１５人の行方不明情報があることが県警

への取材でわかった。家族から「連絡が取れない」など 

との相談があり、安否確認を進めた。 

県災害対策本部によると、真備町では８日午前の時点

で冠水した住宅や建物に１千人が取り残された。現場の

水際では、孤立していた人の救助活動が進められていま 

す。 

私は、テレビよりこの状況をニュースで知りました。

阪神大震災の時も東日本大震災の時も同じ日本の中でこ 

んなにも違うなんて、信じがたい光景です。 

豪雨被害の県には、空港フォーラムメンバーの広島空

港ロータリークラブ、佐賀空港ロータリクラブがあり心 

配でお見舞い文を送りました。 

早期に被災者の方々が普段の生活に戻れるように、ロ

ータリークラブとして義援金等支援していきたいと思い 

ます。 

皆さんご協力お願いいたします。 
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        委 員 会 報 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 82.22％ 

出 出席義務者 24 欠 

席 

者 

出席義務者 8 

席 出席免除者 13 出席免除者 4 

者 出席者計 37 欠席者計 12 

前々回例会（６月2５日） 

会員数 5０ 出席率 100％ 

出 出席義務者 33 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 12 出席免除者 5 

者 出席者計 45 欠席者計 5 

●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員） 

今年一年会長・幹事を務めます。よろしくお願い致しま 

す。 

      春日井ＲＣ 会長   川瀬 治通 君 

            幹事   古屋 義夫 君 

本日はよろしくお願いします。 

      名古屋城北ＲＣ 会長 奥村 一憲 君 

              幹事 岩田 貴子 君 

春日井ＲＣ・名古屋城北ＲＣ会長・幹事、歓迎いたしま 

す。「社会を明るくする運動」参加有難うございます。 

                 山北 秀和 君 

春日井ＲＣ川瀬会長、古屋幹事、名古屋城北ＲＣ奥村会 

長、岩田幹事をお迎えできた喜びで。 

                 安川 正勝 君 

北園守生会員の友情に感謝して。 

                 武田 英昭 君 

春日井ＲＣ，名古屋城北ＲＣ会長・幹事をお迎えして。 

                 串田 正克 君 

春日井ＲＣ，名古屋城北ＲＣ会長・幹事を歓迎して。 

                 栗田 和典 君 

春日井ＲＣ，名古屋城北ＲＣ会長・幹事をお迎えして。 

                 稲熊 正徳 君 

 

今日も元気で！   

阿萬 裕子 君 石川 良治 君 石原 慎一 君

市川 孝 君 伊東 由之 君 稲吉 將秀 君

井上 政秋 君 入谷 宏典 君 内海 辰巳 君

金井 和治 君 北園 守生 君 國田武二郎 君

近藤 和彦 君 三治 明 君 柴田 和宏 君

高山 光雄 君 田邊 雅彦 君 照井 通夫 君

中島 俊朗 君 波多野 真 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 山内 佳紀 君 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３５名  ５５，０００円  

本年度の協力累計          １３４，０００円  

 

 

 
春日井ＲＣ 川瀬 治通会長 

      古屋 義夫幹事 

 

 
名古屋城北ＲＣ 奥村 一憲会長  

             岩田 貴子幹事  

 

 

 
 

 
串田 正克会員増強委員長 

 

 
近藤 和彦公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長 
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栗田 和典ﾆｺﾎﾞｯｸｽ副委員長 

 

 

 
照井 通夫出席副委員長 

 

 

 
原田 好展親睦委員長 

 

 

 
安江 寛二ＳＡＡ副委員長 

 

 

 

 

 

 

 
井上 政秋社会奉仕委員長 

 

 

 
北園 守生青少年奉仕副委員長 

 

 

 
内海 辰巳職業奉仕委員長 

 

 

 
伊東 由之国際奉仕委員長 
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鈴木 恵一Ｒ財団・米山委員長 

 

 

 
 

第１回クラブ協議会 

日時  平成３０年７月９日  

場所  キャッスルプラザ ４Ｆ菊の間 

議 長    山北 秀和会長 

司会進行役  安川 正勝幹事 

 

１．開会 

  安川幹事の進行より、開会された。 

２．会長挨拶 

 お忙しい中、例会に続き参加いただきありがとうご 

ざいます。クラブ計画書は本日の例会で各委員より発表

済みのためこの場でのクラブ計画書の内容発表は重複と 

なるため本日は各委員会からのご要望等の意見を出して

頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。 

３．議題 

 ◆卓話交換について（安川幹事） 

 資料「卓話交換」にて他ＲＣの卓話講師のリストを 

配布させていただいた。各委員会の外来者卓話枠、会員

卓話枠にて卓話者の依頼にご利用ください。当クラブか

らは中林君と田邊君に登録して頂いています。 

 ◆各委員会の上期の事業計画について 

山北会長：この場を利用して意見交換していただきた

いと思います。 

①会員増強委員会 

・会員増強（串田委員長） 

 8/6（月）の全員協議会をどのように行うか白紙の状態。

意見を頂戴したい。 

 市川君：自分の所属する他の団体等から掘り下げて候

補者を選定し当日までに選出して会員同士共有してはど

うか。 

 山北会長：近藤君はどのように説明を受けて入会に至

ったか。 

 近藤君：父親が一業種一人の時代でＲＣに入りたかっ

たが入れなかった事情があり市川ＰＰに声をかけていた

だき加入することとなった。        

串田君：この場のような内容を協議会で行いたい。 

宿題として一人が一人の候補者の名前を挙げることを行

いたい。 

・ロータリー情報（稲吉副委員長） 

 今起こっているＲＣの事を伝える活動を行います。 

 新入会員（加藤君）のオリエンテーションを担当させ

ていただく。 

 今度も忙しくて悲鳴を上げる事になるようにご協力を

お願いしたい。 

②公共イメージアップ委員会 

・広報（近藤委員長） 

 3 人の委員の為、欠席があると例会の写真が心配なた

めフォローしていただける方をお願いしたい。 

 ﾏｲﾛｰﾀﾘｰの登録 100％を目指しｽﾏﾎからでも可能なため

登録方法の説明を例会で行いたい。 

③クラブ奉仕委員会 

・出席（照井副委員長） 

出席は原則であるが出来ない現状もある。そのため、四

季の年４回、いつもと食事が異なることなどＲＣの楽し

さを伝え出席率を上げていきたい。 

１００％の出席をフォローしていく。 

・ニコボックス（栗田副委員長） 

前期は目標金額に対しての集金が十分できなかった。 

持ち出し例会の時にニコボックスを設置していなかった

ことも要因のため今後は持ち出し例会時もニコボックス

の設置を行っていきたい。 

鈴木君：持ち出し例会時に公衆の前で現金の回収をする

ことについてはどうか 

栗田君：他の方に不快感を与えることはないと思ってい

ますが意見を聴いていきたいと思う 

山北君：理由があって持ち出し例会で回収していなかっ

たかご存知の方は教えて欲しい 

武田君：本来ニコボックスは強制ではないが四大奉仕の

ために行っている。 

ＩＭ、地区大会が例会変更になっているが受付の関係で

ニコボックスを設置していない。 

ただ、家族会など回収している場合もある。 

栗田君：会員の方に年間予算を憶えておいていただき、

ウイクリーの実績報告で状況を確認しながらに意識して

いただければと思う。 

副委員長として不足する場合は、皆様へ協力を要請させ

て頂く。 

④親睦活動委員会 

・親睦活動（原田委員長） 

４回目の委員長のためＲＣ歴の浅い会員に先頭に立って 

もらい新鮮な気持ちで進めていきたい。 

堀場君：会員歴は 5 年と短いが新しいことにもチャレン 

ジしていきご理解とご協力をお願いしたい。 

⑤ＳＡＡ委員会 

・例会運営（欠席） 
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⑥社会奉仕委員会（井上委員長） 

ニコボックスについては１時間前には来て誕生日等の札

を入れ、事前に声掛けすれば集金も多くなると思う。 

・社会奉仕（柴田副委員長） 

毎年決まった行事はしっかりやっていく。 

合同行事については職業奉仕委員会と協力しながら進め

ていく。 

・環境保全（欠席） 

山北会長：社会を明るくする運動が今週あり井上委員長

が参加し、若手会員も参加してくれた。出なければなら

ない事業かどうか分からなかったとの意見も聞かれた。

今後も３年未満の委員に出席事業についてしっかり伝え

ていきたい。各委員長からも出席を促すアナウンスをお

願いしたい。 

委員会の活動については委員長にお任せしているので委

員長からの困りごとがあればサポートさせていただきま

すので声掛けください。 

⑦青少年奉仕委員会 

・青少年奉仕（北園副委員長） 

春日ヶ丘のミーティングに参加したことはあったが正式

に例会に参加することが過去になかった。 

今期は例会参加のため松本先生、インターアクトの会長

と日時について相談する。会長、幹事、他のメンバーを

募って参加を本年度に行っていきたい。 

⑧職業奉仕委員会 

・職業奉仕（内海委員長） 

ここ４，５年同じ内容の行事となっている。職場例会が

行われていないので若手の入谷委員長に依頼して行って

いきたい。ＲＣの基本の職業奉仕を行っていく。 

入谷君：人手不足による実習生の受け入れでベトナム訪

問していたが最近はフィリピンへ訪問している。フィリ

ピンのケソンで某ﾛｰﾀﾘｰが日本語学校を立ち上げて日本

への受け入れを行っている。当クラブも支援を行ってい

るが学校への支援を違う視点から行うことで今後の人で 

不足を補うフィリピン人の受け入れがこの先につながる

のではないかと思う。 

是非検討してみていただきたい。 

⑨国際奉仕委員会（伊東委員長） 

今週金曜日からマカティに訪問するため入谷君の話がで

きればよいと思う。 

１１月の香港九龍ウエストの式典の日程の連絡をまだ受

けていない。出来るだけ多くの人数を募って参加したい

と思う。国際大会は１週間から１０日間になるため出席

が厳しい方も多いと思うが多くの参加を募りたい。 

⑩Ｒ財団・米山奨学委員会（鈴木委員長） 

山北会長に迷惑をかけないように協力していきたい 

米山の寄付金の回収については委員でフォローしていき

たい。 

・ロータリー財団（石川副委員長） 

委員長と連携して進めていく。 

・米山記念奨学会（市川副委員長） 

毎年恒例になっているマカティへの寄付について見直し

を含めながら入谷君の提案を検討してはどうか。 

⑪会計（三治委員長） 

予定通り予算を進めるには会員の会費が不可欠である。

そのためには増強も重要だが退会も重要。 

入会歴が長い方で欠席の方が増えている。 

健康問題での欠席でなければ会長、幹事、増強委員長か

らの声掛けが重要だと思う。 

活気と同時に新しい会員、古い会員とのミックスが必要

ではないか。ＳＡＡの一工夫があるとまた新しい意見交

換も出来良い例会になると思う。 

⑫監査（柴田委員長） 

監査は予算通り執行された内容を厳粛に粛々とやらせて

いただく。 

４つの海外姉妹先があるＲＣは数少ないと思う。ハワイ 

以外は２０数年続いている状況なため今後の活動につい 

て検討が必要ではないか。国際委員長の受け手がなくな 

ってしまうのではないか。 

⑬会長エレクト（稲熊会長エレクト） 

伊勢村さんが出席されていないが奥様の体調が悪いと聞

いている、 

退会防止は重要だと思う。自分の期にも皆様の意見を繋

げていきたいと感じた。 

⑭副幹事 

議事録を取らせていただいておりますので宜しくお願い

致します。 

山北会長：青少年奉仕委員会については、私も例会、合 

宿に出席します。息子の同じ大学に春日ヶ丘のインター 

アクトに所属していた学生がいたが名古屋空港ＲＣの名 

前を知らなかった。もっとアピールが必要と感じている。 

職場例会がないとの指摘については私も気になっていた。

長野県・山梨県のワイナリーに出向きブドウの収穫体験、

ワインの試飲例会も検討したが長野・山梨は遠いため、

植樹をした小牧のワイナリー工場への訪問はどうかと思

っている。検討をお願いしたい。 

国際奉仕委員会の伊東委員長は頑張っています。全ての

海外姉妹クラブへの参加、国際大会への参加までお願い

出来ないと思っているがフィリピン、香港はお願いしま

す。 

Ｒ財団の鈴木委員長には活動、寄付金へのバックアップ

お願い致します。高天翔君が９月に終わるが日本にはい

るため話をしていただく予定をしている。 

退会防止については各委員長に委員の異変を感じたらす

ぐにアクションを起こしていきますので情報提供をお願

いいたします。 

海外姉妹クラブ４つとのかかわり方は検討していく。 

 

４． 閉会（武田副委員長） 

活発な意見を出していただきました。開会前に会長より
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次第に副うべきかフランクな意見交換がよいか相談を 

受けました。本日は例年よりも活発な意見交換が出来た

と思います。今後も山北年度を盛り上げていきたいと思

いますので宜しくお願い致します。 

 

以 上 

 

議事録：阿萬裕子 

 

 

 

 

日時 平成３０年７月５日（木） 

場所 出発式（団扇寄贈式） 豊山町役場 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


