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第２０１３回例会 

     ２０１９年５月２７日（月）第３４回       

●点  鐘 副会長 武田 英昭君 

●斉 唱 「我等の生業」「みかんの花咲く丘」 

●例会行事 会員卓話 稲吉 將秀君 

      「私のロータリー」 

 ●司  会 石原 慎一ＳＡＡ委員 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ副会長 武田 英昭君 

 

 
会員の皆様、今日もお元気で例会にご出席をして頂き

ありがとうございます。 

本日は、山北会長がハンブルク（ドイツ）国際大会参

加の為、私が会長代行をさせて頂きます。 

山北会長から「先週、5/19（日）に開催されました

〝春の家族会〟に多数の会員、ご家族の参加を頂いた事

に感謝とお礼を申し上げて下さい。」との伝言がありまし

たので、この場で会長に成り代わりましてお礼を申し上

げたいと存じます。 

山北会長が参加をしております「RI国際大会」は、そ

の昔は「世界会議」と呼ばれた時代があるようですが、

1992 年 RI 規定審議会の決定により毎年 4～6 月の 3

ヶ月の間に「国際大会」として開かれるようになったよ

うです。この大会の主な目的は、「国際レベルに於いて、

全てのロータリアン、特にRI及び世界のRCの次期役員

が集うことにより、様々な情報を得て親睦を深めること

にある。」と言われております。 

当クラブの「国際大会」への参加は、2000年の南米

のパリと称されるブエノスアイレス国際大会から始まり、

シカゴ国際大会、ソルトレイク国際大会等参加をしてお

り、今回は、2016年ソウル国際大会以来、3大会ぶり

の参加です。因みに、今後の国際大会は、2020年ホノ

ルル、2021 年台北での開催が予定をされております。

興味のある方、時間の許す方は、是非共、参加をして頂

き国内のロータリー活動では、経験することのできない

「感動と親睦を深めて」頂ければ幸いと存じます。 

さて、話は変わりますが、北海道では39度を超す異

常気象が報道され、名古屋に於いても未だ5月だという

のに先週末から30度を超える「真夏日」が続いており

ます。これほど暑くなりますと女性ファッションは、今

迄のジャケットを脱ぎ、色鮮やかなパンツ、ブラウス姿

などカラフルな色が目立ち「活動的な色を感じる季節・

夏・」となってきております。只、このまま〝夏〟に突

入する事はなく、例年同様ジメジメとした誰もが、嫌に

なる〝梅雨〟を迎える事になるかと思います。「梅雨入

り」は、何月何日と特定のできるものでは、ないらしく

比較的天気の良い日が続いてから、比較的雨が多く、日

照時間が少ない時期に突入するまでの移り変わりの時期

が5日間程度あるようで、その真ん中の日が〝梅雨入り

日〟とされておりようです。 

気象庁の1951年から2018年迄の過去データ（68

年分）をみますと太平洋側気候、内陸性気候、日本海側

気候と〝気候の境目〟となる東海地方の梅雨入りは、最

も早い梅雨入りは、1963年5月4日頃、最も遅い梅

雨入りは、1951年6月28日頃と梅雨入りのタイミン

グには、一か月半以上の開きがあります。 

又、地球温暖化等の影響なのか、梅雨入りの時期は年々

早まっている傾向が確認できます。68年間の梅雨入り

平均時期は、6月18日頃、昨年の梅雨入りは6月5日 
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頃、一昨年の梅雨入りは6月21日頃でした。これらの

データから予測すると今年の東海地方の梅雨入り時期は、

「6月1日頃から6月15日の間くらいになりそうだ」

と予想をされております。 

東海地方の梅雨は、過去1961年と1974年には、

記録的な被害をもたらしたようですが、先日のニュース

報道にありましたように〝貯水率10％以下の宇連ダム

〟の状況等考えますと「自然と人間生活を潤す被害をも

たらさない程度の梅雨」は、我々が健康的な生活を送る

上で必要不可欠と考えるところです。 

最後に皆様には、これから鬱陶しい梅雨、そして、厳

しい夏を迎えることになりますが、お体に充分ご注意し

て頂きたいと存じます。 

以上、大変簡単ですが、〝国際大会と梅雨入り時期に

ついての独り言〟で本日のご挨拶とさせて頂きます。 

 

        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 51 出席率 74.50％ 

出 出席義務者 21 欠 

席 

者 

出席義務者 12 

席 出席免除者 15 出席免除者 4 

者 出席者計 39 欠席者計 16 

前々回例会（4月22日） 

会員数 51 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 13 出席免除者 5 

者 出席者計 46 欠席者計 5 

●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員） 

今日も元気で。 

                 山田 幹雄 君 

稲吉ＰＰの卓話期待しています。 

                 中島 俊朗 君 

稲吉君卓話ガンバッテ。 

                 石川 良治 君 

稲吉パスト会長の卓話を楽しみにしています。 

                 金井 和治君 

 

職場例会に多くの会員の出席ありがとうございます。 

                 内海 辰巳 君 

稲吉さん期待しています。 

                 栗田 和典 君 

稲吉さん卓話楽しみにしています。 

                 稲熊 正徳 君 

本日卓話させていただきます。よろしくお願いします。 

                 稲吉 將秀 君 

久し振りです。 

                 入谷 宏典 君 

 

                

今日も元気で！   

阿萬 裕子 君 石原 慎一 君 市川 孝 君

伊藤 康司 君 井上 政秋 君 梅本 昌裕 君

北園 守生 君 國田武二郎 君 近藤 和彦 君

三治 明 君 杉本 敦永 君 竹尾 悟 君

武田 英昭 君 照井 通夫 君 中林 正人 君

波多野 真 君 早川 正倫 君 堀塲 竜司 君

安江 寛二 君 プリヤンタ 君 

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ２９名  ４２，０００円  

本年度の協力累計        １，５５３，０００円  

 

 

 

 
幹事報告 阿萬 裕子副幹事 

 

 

 
 

 
稲吉 將秀君 

「私のロータリー」 

２７６０地区クラブリーダー研修会議のご報告          

 

２０１９年５月１５日名鉄グランドホテルに於いて標

記の会議が開催され、私がクラブを代表して参加してま

いりましたので、その報告を本日させて頂きます。 

開会宣言・出席者の紹介・ガバナー、研修委員長の挨拶

に続きまして第一部として片山主水ＰＧからロータリー
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でいう「職業奉仕」の本髄について。と題して詳しく説

明がありました。これにつきましては、後日時間をみて

ご報告させて頂きますが、本日は第二部の２０１９規定

審議会とロータリーの今後と題して江崎柳節ＰＧのお話

についてご報告させて頂きます。 

今年４月１４日～１８日に米国イリノイ州シカゴにおい

て国際ロータリー２０１９年規定審議会が開催され１１

７議案が提案され４６件が可決されました。日本からも

２５議案が提案され７議案が可決されました。議員は全

世界で５３８名で日本は７％（会員数により振り当てら

れる）の３７名であり当地区からは江崎柳節ＰＧが参加

されています。 

ＲＩ規定審議会は３年に一度開催され前回２０１６年度

に続き今年度開催されました。 

本日は可決された全議案は時間の関係でご報告できませ

んが、今後直接クラブ運営に大きな影響がある６項目に

ついてご報告させて頂きます。全可決議案は本日配布の

資料をみて頂きたいと思います。 

① １９－２４ クラブの年次会合において予算と年次

報告の発表を求める件。 

年次総会に、クラブの収入と支出を含むクラブの年

間予算と年次報告を発表することを規定する。 

② １９－３５ 欠席のメークアップに関する規定を改

正する件。 

例会の定例の時の前１４日または後１４日の規定を

⇒同年度以内に変更する。 

③ １９－３９ クラブの構成を改正し職業分類の制限

を廃止する件 

「専門職務」とは異なる職業を持つ会員もいること

を反映するため、「職業」という語を追加する。また、

現行の職業分類の制度も廃止する。（同一職業分類に

属する会員数が正会員の１０％以下となる規定な

ど） 

④ １９－６２ 事務総長は国際ロータリーの最高経営

責任者であると規定する件。 

事務総長の呼称を、ＲＩの最高執行責任者から⇒Ｒ

Ｉ最高経営責任者ＣＥＯに変更する。 

⑤ １９－７０ クラブの加盟終結に関する規定を改正

する件。 

会員数が６名未満となったクラブは、ガバナーの要

請により理事会がそのクラブを終結させる事が出来

る。 

⑥ １９－８２ 人頭分担金を増額する件。 

2020-21年度から2022-23年度までに、人頭分

担金を年に１ドルずつ増額する。 

2020-21年度６９ドル。 2021-22年度７０ド

ル。2022-23年度７１ドル。 

（現行は６８ドル／年・人） 

                              

－以上― 

 

 

 
 

２０１９年５月２４日（金）18：00～20：00 

於：ホテルプラザ勝川 

ホスト 春日井ロータリークラブ 

参加クラブ 春日井ロータリークラブ 

      名古屋空港ロータリークラブ 

      名古屋城北ロータリークラブ理事役員 

 

 
加藤久人明ガバナー補佐・成瀬 浩康分区幹事 

現年度３ＲＣ会長・幹事 

 

 
次年度３ＲＣ会長・幹事 

 

 


