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第 2032 回例会 

     ２０１９年１２月２日（月）第１６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 クラブ年次総会 

      新理事役員紹介 

 ●ゲ ス ト 暮沼雄二郎様（真城壮司会員紹介） 

 ●司  会 早川 正倫委員 

 

          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！ 多くの出席ありがとうございま

す。 

本日のゲストは真城君の知人であります暮
くれ

沼
ぬま

雄二郎
ゆうじろう

様

がいらっしゃってます。 

ようこそお越しくださいました。 お時間が許す限り

お過ごしください。 

先月の 18 日は九龍ウエスト RC の 48 周年行事参加

のため欠席させて頂きました。 

その際、安江副会長に代行して頂きありがとうござい

ました。 

 

本日、九龍ウエスト RC の 48 周年記念式典の件を簡

単に報告させていただきます。 

先月の17日の日曜日から火曜日まで九龍ウエストRC

の48周年記念式典参加のため香港にプリヤンタ会員と

2人で行ってきました。 

出発直前までメンバーのクーさんと連絡を取り合って、

香港の治安等の安全の確認をしていましたが大丈夫との

事でした。 

 

到着日の夕方に、ホテルの近くのレストランで前夜祭

的な食事会があり楽しみましたが、終了して外のに出る

と目がチカチカしてきました。『これは』と催涙ガスでは

と思った瞬間、何人かのマスクをつけた人が小走りに走

っているのを見て急いでホテルに帰りました。 

ホテルに帰って知りましたが、その日からミラホテル

の割と近くの大学で立てこもっていた学生の強制排除が

行われ始めたそうです。 

 

次の日の朝から学生による歩道のブロックを利用した

道路封鎖が始まりました。 

その日の 18 時から彼らの例会場であるミラホテルで

周年行事が行われる予定でしたが、民主化デモの為、宿

泊と周年が急遽治安の良い香港ディズニーランドのディ

ズニーハリウッドホテルに変更になり、簡単な周年とな

りました。 

プレゼントの交換やスピーチ、カラオケ、記念撮影な

ど一連の行事をこなしてきました。 

 

後、前夜祭から周年まで九龍ウエスト RC の姉妹クラ

ブの台北木蘭（ムーラン）ロータリークラブも参加して

いました。女性ばかりの27名のクラブだそうです。 

因みにその夜部屋でテレビを見ていたら、ミラホテル

の前の道路は戦争状態になっていました。 

 

次の日は帰りの飛行機が４時 25 分だったので、朝か

ら香港ディズニーランドに行ってみました、空いていて
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多くのアトラクションを見ることが出来ました。 

 

以上で九龍ウエスト周年報告とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （伊藤 康司委員） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 88.89％ 

出 出席義務者 24 欠 

席 

者 

出席義務者 5 

席 出席免除者 16 出席免除者 6 

者 出席者計 40 欠席者計 11 

前々回例会（1１月１8日） 

会員数 51 出席率 97.87％ 

出 出席義務者 28 欠

席

者 

出席義務者 1 

席 出席免除者 18 出席免除者 4 

者 出席者計 46 欠席者計 5 

●ニコニコボックス報告（伊東 由之委員） 

本日、理事会ご苦労様でした。 

                 稲熊 正徳 君 

年末家族会の参加よろしくお願い致します。 

                 阿萬 裕子 君 

今日も元気で。 

                 山田 幹雄 君 

入会３１年を迎えて。 

                 高山 光雄 君 

誕生日を祝って頂いて。 

Ｒ財団藤野さん、御苦労様です。 

                 串田 正克 君 

アテンダンスを祝って頂いて。 

年次総会よろしくお願いします。 

                 原田 好展 君 

柴田 弘ＰＰに高齢者講習でお世話になりました。 

                 竹尾 悟  君 

誕生日を祝って頂きました。 

                 武田 英昭 君 

結婚記念日を祝って頂いて。 

                 安川 正勝 君 

マカティ周年式典に行って参りました。素晴らしい経験 

となりました。 

ゲストの暮沼雄二郎君をご招待しました。宜しくお願い 

します。 

                 真城 壮司 君 

先日の補助金事業につきまして、多数参加頂き有難うご 

ざいました。 

                 田中 秀典 君 

誕生日を祝って頂いてありがとうございます。 

                 柴田 和宏 君 

 

 

         

今日も元気で！   

石川 良治 君 市川 孝 君 伊藤 康司 君

伊東 由之 君 稲吉 將秀 君 井上 政秋 君

梅本 昌裕 君 加藤 吉克 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 田邊 雅彦 君 照井 通夫 君

波多野勝美 君 早川 正倫 君 堀塲 竜司 君

安江 寛二 君 山内 佳紀 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  ３３名  ５７，０００円  

本年度の協力累計          ６６５，０００円  

 

 

 
中林 正人次年度ガバナー補佐委任状がまいりました。 

 

 
安江 寛二次年度分区幹事委任状がまいりました。 

 

 
１１月２３日補助金事業感謝状を頂戴致しました。 
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名古屋空港ＲＣ2020～2021年度理事・役員 

  役員 ・会長       原田 好展 

     ・副会長      山内 佳紀 

     ・会長エレクト   田邉 雅彦 

     ・直前会長     稲熊 正徳 

     ・幹事       柴田 和宏 

   ・副幹事      川口 直也 

     ・ＳＡＡ      稲吉 將秀 

・会計       武田 英昭  

  理事 ・会員増強     阿萬 裕子 

     ・公共イメージ向上 梅本 昌裕 

     ・クラブ奉仕    山内 佳紀 

・親睦活動     近藤 和彦 

・社会奉仕     中島 俊朗 

     ・青少年奉仕    伊東 由之 

     ・職業奉仕     井上 政秋 

     ・国際奉仕     内海 辰巳 

     ・財団・米山    串田 正克 

 

 

第６回理事役員会議事録 

日時：令和１年１２月２日（月）11：30～12：25 

場所：キャッスルプラザ ３階 福の間 

欠席：栗田職業奉仕委員長 

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：九龍西RC周年参加に参加した為、 

１ヶ月ぶりのホーム例会参加になります。 

[議  題] 

[報告事項] 

① １２、１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 ２０２０−２１年度理事役員の件：柴田副幹事より 

（資料２）の通り報告があった。 

③ ２０２０−２１年度東尾張分区 IMについて：阿萬幹事 

より（資料３）の通り報告があった。 

④ 年末家族会について：田邊親睦活動委員長より現時点で 

の参加申し込みは大人８２名、小人２７名の報告があった。 

⑤ 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：稲熊会長、 

真城国際奉仕委員長よりそれぞれ報告があった。香港は 

デモで会場変更があり大変でしたが無事参加すること 

ができました。またフィリピンではとても豪華で立派な 

世界中からロータリアンが参加した周年記念だったと 

報告があった。 

⑥ 事務局パソコン購入について：阿萬幹事より（資料４） 

の通り報告があった。 

 

[協議・審議事項] 

① 事務移転について：例会会場選定委員会の中林さんより 

現在の東海ビルには半年前の退去告知をする件、移転先 

は例会場のメルパルクホールの１階が有力な件等説明 

があった。 

② 首里城火災に対する支援金について：田中社会奉仕委員 

長より（資料５）の通り説明がありました。金額につい 

ては各人１０００円をお願いする予定です。 

③ 新入会員の承認について：阿萬幹事より（資料６）の通 

り説明がありました。出席者全員の承認と１/１０に入 

会式予定であることが報告された。 

④ 地区委員会委員承認及び推薦のお願いについて：中林R 

財団米山委員長より（資料７）の通り説明がありまし 

た。現状の地区委員会の内情説明もあり、当クラブか 

らも出向者を出したい意向が語られました。 

 

[確認・要望・依頼事項] 

① 中部大学春日丘高校 IAC、春日井 RC、名古屋空港

RC,名古屋城北 RC 合同例会プログラム（１２/２４）

について：北園青少年奉仕委員長から説明があった。本

年度世話クラブの当クラブが多クラブの出欠を取りま

とめる。当クラブからは会長、幹事、青少年奉仕委員会

委員長とメンバー、田中社会奉仕委員長が参加予定。 

② 新会員研修のご案内（２０２０/１/１７名鉄グランド

ホテル）について阿萬幹事より説明があり、対象者はプ

リヤンタ君。 

[その他] 

① ホノルル世界大会について：稲熊会長より最終の参加人 

数の確認をした上で、従来クラブ持ちであった登録費に 

ついて負担をどうするかを考えたいという説明があっ 

た。 

 

 [次回開催日時・場所の決定] 

日時 : 令和２年１月１０日(金) 1７:０0～ 

場所 : キャッスルプラザ3Ｆ「福の間」にて 

 

             議事録 柴田 和宏 

 


