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WEEKLY REPORT ROTARY CLUB OF NAGOYA AIRPORT since 29 July,1974 

名古屋市東区葵 3-16-16 メルパルク内 
【TEL】 052-930-6205 【FAX】 052-930-6206 

E-Mail: rongoapt@mta.biglobe.ne.jp 

会長/ 原田 好展 
幹事/ 柴田 和宏 
公共イメージ向上委員長/ 梅本 昌裕 

例会日/毎週月曜日 12：30～13：30 
例会場/ホテルメルパルク名古屋 
 

第 2043回例会 

     2020年７月13日（月） 第2回       

●点  鐘 会長 原田 好展 君 

●例会行事 新年度事業計画発表 

●ゲ ス ト 米山奨学生 張 申童さん 

●ビジター 春日井ＲＣ 和田 了司会長 

杤本 正樹幹事 

名古屋城北ＲＣ 服部 智謙会長 

                長谷川幸正幹事 

 ●司  会 稲吉 將秀 SAA委員長 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 原田 好展君 

 
 

本日は名古屋空港 RC の親クラブである春日井 RC 和田

了司会長、栃本正樹幹事、そして名古屋城北 RC 服部智

謙会長、長谷川幸正幹事に訪問して頂きました。ありがと

うございます。後ほどご挨拶をよろしくお願い致します。

先日 7月 10日に春日井 RCの例会を幹事と一緒に訪問

させていただいた時には、歓迎をしていただきありがと

うございました。コロナ対策を徹底された会場で、和気あ

いあいとした仲の良さを感じる立派な例会でした。その

足で、豊山町にも就任の挨拶に行ってきました。11月に

町長選挙があるそうで、がんばってくださいと一言添え

てきました。また明日は、名古屋城北 RC の例会に訪問

させて頂く予定ですのでよろしくお願い致します。九州

や岐阜の北の方で豪雨の被害が甚大です。空港フォーラ

ムのメンバ−である佐賀空港RCと松本空港RCの会長に

さっそく連絡をしました。幸いにも特に大きな被害は無

いそうで、安心しました。松本空港RCの有田会長は、2

年続けての会長で、「高校•大学とも留年してないのにロ

ータリーでは留年になった」と笑っていました。留年の理

由は「今年度はまともに活動が出来ないから『お前が続け

てやれ』といわれた」との事でした。コロナ自粛による活

動中止が相次ぎ、親睦に餓えたパスト会長から「親睦の段

取りをするように」との要望で、夜間委員会と称して会員

のお店で親睦を計っているそうです。現在 68 名の会員

で、3名の退会者が出たものの、思ったより少なかったと

言っていました。話をしている内に元気をもらいました。

そして、5月の合同例会には、一番気候の良い中旬に、ぜ

ひ来てくださいと言われました。状況を見ながら、観光と

ゴルフに出かけられたらと思います。また、地区からも要

請が有ると思いますが、豪雨の被災者の皆さんが早期に

普段の生活に戻れるようロータリークラブとして義援金

等支援をして頂きたいと思いますので、よろしくお願い

します。報告になりましたが、これで会長挨拶とさせて頂

きます。 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （照井 通夫出席副委員長） 

本日の例会 

会員数 49 出席率 95.45％ 

出 出席義務者 31 欠 

席 

者 

出席義務者 2 

席 出席免除者 11 出席免除者 5 

者 出席者計 42 欠席者計 7 

●ニコニコボックス報告（金井 和治副委員長） 

本日は新年度のご挨拶に参りました。 

宜しくお願い致します。 

        春日井ＲＣ 会長 和田 了司 君 

              幹事 杤本 正樹 君 

一年間よろしくお願いします。 

      名古屋城北ＲＣ 幹事 服部 智謙 君 

              幹事 長谷川幸正 君 
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春日井ＲＣ、名古屋城北ＲＣ会長・幹事をお迎えして。 

                 原田 好展 君 

春日井ＲＣ、名古屋城北ＲＣ会長・幹事、ようこそお越 

しくださいました。 

                 柴田 和宏 君 

今日も元気で！ 

                 山田 幹雄 君 

春日井ＲＣ及び名古屋城北ＲＣの会長・幹事さんを 

お迎えして。 

                 串田 正克 君 

今年もお世話になります。 

                 入谷 宏典 君 

 

今日も元気で！   

市川  孝 君 高山 光雄 君 中林 正人 君 

武田 英昭 君 石川 良治 君 竹尾 悟  君 

金井 和治 君 内海 辰巳 君 波多野 真 君 

照井 通夫 君 山北 秀和 君 井上 政秋 君 

稲熊 正徳 君 安川 正勝 君 國田武二郎 君 

北園 守生 君 田邊 雅彦 君 杉本 敦永 君 

阿萬 裕子 様 田中 秀典 君 山内 佳紀 君 

早川 正倫 君 堀塲 竜司 君 近藤 和彦 君 

伊東 由之 君 真城 壮司 君 伊藤 康司 君 

梅本 昌裕 君 暮沼勇二郎 君  

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  36名  59,000円  

本年度の協力累計      151,000円  

 

 

 
春日井ＲＣ   和田 了司会長・杤本 正樹幹事 

 
名古屋城北ＲＣ 服部 智謙会長・長谷川幸正 

 

 
阿萬 裕子会員増強委員長 
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近藤 和彦親睦活動委員長 

 

 
稲吉 將秀 SAA委員長 

 

 
伊東 由之青少年奉仕委員長 

 
井上 政秋職業奉仕委員長 

 

 
内海 辰巳国際奉仕委員長 

 

 
串田 正克R財団・米山奨学委員長 
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梅本 昌裕公共イメージ向上委員長 

 

第１回理事役員会議事録 

 

日時：2020年7月6日（月）11:30～12:00 

場所：ホテルメルパルク名古屋 4階 泉の間 

欠席：なし 

 

A 開会 会長挨拶 

 クラブテーマ ささえよう「我がクラブ」 

 

B 前年度の引き継ぎ事項 阿萬理事 

前年度の委員長にアンケートを実施した。 

その結果を引き継ぎ事項とさせて頂く。 

 

C及びＤ 上半期の各委員会 

 

会員増強委員会 

会長 

春日井ロータリークラブは，前年度9人入会した。 

第1例会で，3人の入会式があった。56名の会員とな

っている。 

8月24日の全員協議会で，増強のシステムを協議した

い。 

阿萬委員長 

会長に二人の増強をして頂いた。 

増強のシステムを，戦略委員会で考えていきたい。 

退会防止 柴田弘副委員長 

高齢会員•長期欠席会員に注意したい。 

ロータリー情報 稲熊副委員長 

新入会員の勉強会を2回/年やることになっているが，

方法を検討している。 

オリエンテーションの資料を作成した。 

 

 公共イメージ向上委員会 梅本委員長 

 

会長の要望もあり，ロータリーの友の記事を抜粋（委員

長）第2例会にて2〜3分程度で紹介する予定である。

第2例会に，ロータリーの友を交付する。 

 

 クラブ奉仕委員会 山内委員長 

 

コロナ禍に対応した受付としている。 

出席 照井副委員長 

欠席連絡を周知し，連絡なしの欠席をなくしたい。 

 

ニコボックス 金井副委員長 

 

8月，3月に，インターアクト訪問例会があるので，活

動に協力できるようにしたい。 

予算180万円にご協力頂きたい。 

 

 親睦活動委員会 近藤委員長 

 

12/14（月）に年末家族会を当ホテルで実施する予定

である。ある前提で準備する。 

 

 SAA委員会 稲吉委員長 

 

例会は，会長の要望もあり，第一例会は委員会別の席次

にする（上半期は無し）。 

8/31（月）ガバナー補佐訪問  ·········  

ストレッチについては実施の予定はないが，落ち着いた

ら検討したい。 
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 社会奉仕委員会 中島委員長 

 

11/15（日）地区補助金事業は趣旨に添った事業内容

にて変更を検討中 

次回の会員卓話で少し話をしたい。 

 

 青少年奉仕委員会 伊東委員長 

 

8/3（月）インターアクトクラブ現況報告来訪 

なかなか活動できない日々が続いているようである。 

 

 職業奉仕委員会 井上委員長 

 

社会奉仕委員会の地区補助金事業に協力 

職場例会の開催を考えているが，難しいかもしれない。 

 

 国際奉仕委員会 内海委員長 

 

マカティ•ウエストRC  マニラ市立大学支援事業継

続（150,000円）送金 

会長交代式の案内は来ていない。 

グローバル補助金（スリランカ）の事業を考えたい。 

 

 ロータリー財団・米山奨学委員会 串田委員長 

 

コロナの影響で厳しい状況だが，できる範囲で協力をお

願いしたい。 

 

米山奨学会 山北副委員長 

張 申童（第2例会に参加予定） 

 

 武田会計 

 

会長から，事務局の西村さんの指導を依頼された。 

健全な運営に努めたい。会費の特別措置を講じた。 

  

竹尾監査 

 田邊会長エレクト 

 川口副幹事 

 

 その他 

地区大会 2021.3.14（日）13:00〜18:30（予定） 

本年度は1日で開催 

愛知県国際展示場/常滑  記念講演：東国原英夫 

 

東尾張分区 IM  2/20（土） ホスト名古屋空港RC 

IM実行委員会準備中 

 

クラブ協議会 8/31（月）第2回クラブ協議会 ガバ

ナー補佐訪問 

 

夜間小委員会  3グループに分かれて（1回/半期）検

討中 

委員会活動報告例会にて委員会報告（2回程度/半期） 

 

 

ゴルフ部会 

カメラ部会 

すみれ会 会合は延期 

戦略計画委員会  8/24（月）全員協議会にて各チーム

リーダーから報告 

 

E 閉会 

 

議事録者 

名古屋空港ロータリークラブ 

副幹事 川口直也 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

6／6 

 

 
 

 

 


