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第 2028 回例会 

     ２０１９年１０月２８日（月）第１２回       

●点  鐘 会長 稲熊 正徳君 

●斉 唱 「君が代」「四つのテスト」 

●例会行事 会員卓話（空港フォーラム報告） 

全員協議会（例会場選定について） 

 ●ビジター 古橋 エツ子君（尾張旭ＲＣ） 

 ●司  会 梅本 昌裕委員 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 稲熊 正徳君 

 
皆さんこんにちは！本日も多くの出席ありがとうござ

います。 

キャッスルプラザでの一般例会は約 1 ヶ月ぶりとなり

ます。 

この間、台風 19 号、20、21 号などの影響で、日本

国内のいろんな地域で甚大な被害が出ましたが、この地

域ではそれほどの被害が出なかったことは幸いでした。 

さて今月の 7日の 45周年行事では、数日前から海外

姉妹クラブの参加者 61名が来訪されて、特に接待委員

会の委員全員でお迎えやおもてなしをしていただき、式

典や祝宴では式典委員会のおかげで滞りなく進行させる

ことができました。  

祝宴の阿波踊りで大いに盛り上がり締めくくることが

出来き、その後も海外姉妹クラブの会長や会員の皆さん

からお礼のメールやメッセージや写真などが届きました。 

このように会員皆様の多大なる努力のお陰で 45 周年

の各行事を大盛況で無事乗り切る事が出来き本当にご苦

労様でした。11 月には、香港とマカティの海外姉妹ク

ラブの周年があります、できるだけ多くの会員の皆様に

参加して頂き交流を深めたいと思いますので宜しくお願

いします。 

これで会長挨拶とさせていただきます。 

 

 

続きましてこれより指名委員の発表をさせていただき

ます。 

皆様ご存じかと思いますが、毎年 11 月中（今年度は

11月1日）に指名委員会を開催し、12月の第1例会

（今年度は12月2日）に次期理事・役員候補者を選考

することになっています。 

そこで本日、指名委員の方の発表をさせて頂きます。 

当クラブの内規（クラブ計画書の59-60P）で指名委

員の選考方法が規定されています。  

① 指名委員は、直近 7 名の元会長とそれ以外の元会

長3名並びに現会長の総勢11名です。 

② 3 名の会長はできるだけ均等の間隔で 2 年連続に

ならない事。 

その中で直近 7 名の元会長でもっとも古い会長経

験者が議長を務める。 

その結果、 

3名の元会長は、 

鈴木ＰＰ 中林ＰＰ 金井ＰＰ です 

直近7名の元会長は、古い順ですと・・ 

⑦串田ＰＰ ⑥内海ＰＰ ⑤栗田ＰＰ ④波多野

ＰＰ ③武田ＰＰ ②稲吉ＰＰ ①山北ＰＰ 

現会長 

稲熊会長 

オブザーバー 

原田エレクト、柴田副幹事、阿萬幹事3人を含め

ますと総勢１４人となります。 

 

以上が指名委員会に参加予定の皆様ですので宜しくお願

 



 

2／4 

いいたします。 

尚、会長エレクト、副幹事は自薦他薦問わず受け付けま

すのでいらしたらご連絡ください。 

ありがとうございました。 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （伊藤 康司副委員長） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 74.41％ 

出 出席義務者 19 欠 

席 

者 

出席義務者 11 

席 出席免除者 13 出席免除者 8 

者 出席者計 32 欠席者計 19 

前々回例会（10月7日） 

会員数 51 出席率 97.91％ 

出 出席義務者 29 欠

席

者 

出席義務者 1 

席 出席免除者 17 出席免除者 3 

者 出席者計 43 欠席者計 4 

●ニコニコボックス報告（伊藤 康司副委員長） 

本日理事役員会御苦労様でした。 

田邊委員長、空港フォーラム報告お願いします。 

古橋エツ子様、ＩＭＰＲよろしくお願いします。 

                 稲熊 正徳 君 

古橋様よろしくお願い致します。 

                 阿萬 裕子 君 

しばらくお休みいただきました。出席する喜びで。 

                 伊勢村道雄 君 

４０年目の結婚記念日を祝って頂いて。金婚式を目指し 

てますが？ 

                 中林 正人 君 

結婚記念日の祝福ありがとうございます。 

                 波多野 真 君 

４０周年ご協力ありがとうございました。 

                 栗田 和典 君 

アテンダンスを祝って頂いてありがとうございます。 

                 山内 佳紀 君 

結婚記念日をお祝い頂き有難うございます。 

                 安江 寛二 君 

 

         

今日も元気で！   

石川 良治 君 市川 孝 君 伊藤 康司 君

稲吉 將秀 君 梅本 昌裕 君 太田 哲郎 君

金井 和治 君 川口 直也 君 川瀬 公 君

北園 守生 君 近藤 和彦 君 三治 明 君

柴田 和宏 君 杉本 敦永 君 高山 光雄 君

竹尾 悟 君 武田 英昭 君 田中 秀典 君

田邊 雅彦 君 中島 俊朗 君 波多野勝美 君

原田 好展 君 真城 壮司 君 山北 秀和 君 

 

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３２名  ５２，０００円  

本年度の協力累計          ５２５，０００円  

 

 

 
 

 
ＩＭ 実行委員 

古橋 エツ子君（尾張旭ＲＣ） 

 

東尾張分区ＩＭ 

２０２０年２月２２日（土） 

於 キャッスルプラザ 

11：00～12：30 新会員研修会 

12：30～14：00 交流広場 

14：15～17：30 式典・基調講演 

 

 

 

 
 

 
田邊 雅彦親睦委員長 
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例会場選定について 

例会場選定委員会委員長 中林 正人君 

 

委員長からの経過報告とコメント 

６月の理事役員会で、キャッスルプラザが２０２１年

３月末で閉鎖され、キャッスルホテルの建替えの話があ

るので、例会場変更を検討しなければと提案し、小生が

例会場変更特別委員会の委員長を拝命し、PP から、竹

尾会員・山北会員、稲熊会長・原田エレクト・田邊会員

の計６名で６月１０日に第１回の委員会を開催し、マリ

オットアソシアホテル（現在７クラブ・名古屋清洲・名

古屋名南・名古屋名東・名古屋東南・名古屋守山・名古

屋西・名古屋みなと）・ヒルトン名古屋（名古屋瑞穂）・

ANAクラウンパレスホテル（名古屋アイリス）・名古屋

ガーデンパレス（名古屋錦）を候補に挙げ、それぞれの

担当と面談することにした。 

６月２５日にクラブ事務局へ、ガーデンパレス・ヒル

トン・マリオットの宴会担当者と面談し、見積もりを７

月末までに提出して頂くことにした。グランコートは、

電話で RC の例会場は受けないとの回答でした。後日、

田邊会員にあたって頂きましたが同様の回答でした。 

一番に見積もりが出たのがマリオット、ヒルトン・ガ

ーデンパレスは出ませんでした。これではいけないと再

度、宴会場の有るホテルを探し、８月２７日にホテルメ

ルパルク名古屋、９月３日に名古屋東急REIホテル（名

古屋城北）の宴会担当者に会い、見積もりをお願いしま

した。 

メルパルクはホテル規模も大きく、宴会場の数も多く

宴会担当者も積極的で好感を持ちました。東急REIは宴

会場も少々狭く増強面から断念しました。 

その後、ヒルトン・ガーデンパレスに再度連絡し見積も

りを頂きました。 

 １０月１日に、竹尾委員以外の５名でメルパルクへ視

察・試食に行ってきました。メルパルクには、事務局の

移転も了解を得ていますし、副支配人さんの入会も考え

て頂いています。 

 名古屋は、栄地区にこれから新しいホテルが出来ます

し、キャッスルホテルも建て替わります。その間だけの

繋ぎとして考えてもホテルメルパルク名古屋に変更する

のが、現状の名古屋空港RCを考えた場合、良いのでは

と考えます。 

 

 

第５回理事役員会議事録 

 

日時：令和１年１０月２８日（月） 

１１：３０～１２：０５ 

場所：キャッスルプラザ ４階 菊の間 

欠席：安川会員増強委員長、堀塲クラブ広報委員長 

 

阿萬幹事の進行により、理事役員会が開会された。 

稲熊会長挨拶：１ヶ月ぶりのホーム例会です。お疲れ

様です。創立４５周年に際しては、各委員

会、各人いろいろとお世話になりました。

海外、国内各方面よりお礼と賞賛を頂いて

おります。あらためて感謝致します。 

 

[議  題] 

[報告事項] 

① １１、１２月例会行事について：安江副会長より（資料1）

の通り報告があった。 

② 第２４回全国空港RCフォーラム会計報告： 

田邉親睦委員長より（資料２）の通り報告があった。 

③ 九龍西RC５８周年（11/18）、マカティウエストRC 

５０周年記念式典（11/23）について：真城国際奉仕 

委員長より訪問スケジュールについて報告がありました。

再度参加者を募る最終案内をすること、また６月のハワイ 
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ホノルルでの世界大会についても準備を進める報告 

がありました。 

④ 指名委員会選定について：阿萬幹事より別紙の名簿が 

提示され、１１名の指名委員と３名のオブザーバーが 

発表されました。 

 

[協議・審議事項] 

① 千葉県台風１５号災害義援金について：田中社会奉仕 

委員長より（資料３）の通り説明がありました。 

② ロータリー希望の風奨学金支援協力について： 

阿萬幹事（資料４）の通り説明がありました。 

③ 11/15「春日井ビジネスフォーラム」について： 

稲熊会長より（資料５）の通り説明がありました。 

④ 11/23補助金事業について：田中社会奉仕委員長より 

（資料６）の通り説明がありました。またその際にロー 

タリーデーの際に使用した缶バッチの残りを使って啓蒙 

活動する説明がありました。 

⑤ 12/9年末家族会について：田邊親睦活動委員長より 

（資料７）の通り説明がありました。またその際の会員 

祝福の金婚式対象者がわからない為、今後の事も考慮 

して出欠案内に結婚記念日を西暦から記載してもらい 

データを作成する説明がありました。 

⑥ 空港フォーラムの今後について：稲熊会長より次回の主 

催は豊中南RCが受け持つことが報告されました。また 

将来については来年に各参加 RCが意見を出し合い存続 

の方向性を模索する方向で話し合いがされるとのことで 

した。 

 

[確認・要望・依頼事項] 

①  地区職業奉仕委員長会議（１０/３０）について：

阿萬幹事より栗田職業奉仕委員長の代理で柴田副幹

事への出席依頼の確認がありました。 

 

[その他] 

① WWF中止の件について：稲熊会長より山田ガバナー補 

佐から連絡があり、集まった協賛金、チケットの売上金 

等については基金を作って管理し、今回返金しない方針 

であること。そして次回の地区大会にて最終決定がなさ 

れる予定である事も報告がありました。 

 

 

 [次回開催日時・場所の決定] 

日時 : 令和１年１２月２日(月) 11:30～ 

場所 : キャッスルプラザ3Ｆ「福の間」にて 

 

            議事録 柴田 和宏 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

   
 


