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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 2046回例会 

     2020年 8月 3日（月） 第5回       

●点  鐘 会長 原田 好展 君 

●例会行事 春日丘高校 IAC活動報告 

●ゲ ス ト 春日丘高校 IAC 

 ●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 

 

 

皆さん、こんにちは 

本日は、春日丘高校インターアクトクラブ顧問松本誠太

先生、会長の岩越莉那さんをお迎えしております。インタ

ーアクトは、12歳から18歳迄の中学•高校生が、地域

社会でボランティア活動をする、国際ロータリーの奉仕

クラブです。春日丘高校インターアクトクラブは 13 年

前私が青少年奉仕委員会（当時は新世代委員会）の委員長

の時、部員約30人で、顧問は西岡先生でした。テレビに

出て来るような熱血先生だった記憶があります。その後

を松本先生が引き継がれ、松本先生の熱意と活動に賛同

する生徒さんも増え、「目の前の人を笑顔にする」ことを

目標にして、活発に活動されていらっしゃいます。 

 

そんな中、コロナの影響で年次大会は中止、奉仕活動も自

粛になり、例年のような活動が出来なくて大変残念なこ

とと思います。 

後ほど、そんな状況の中での報告をお願いします。 

次の例会は 8月 24日全員協議会、8月 30日はガバナ

ー補佐訪問の予定となっています。しかし愛知県もコロ

ナの感染者が非常に増えてきていますので、今後の状況

によっては、例会の開催等についても連絡させて頂く場

合があります。よろしくお願いします。 

 

 

        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 51 出席率 78.72 

出 出席義務者 19 欠 

席 

者 

出席義務者 10 

席 出席免除者 18 出席免除者 4 

者 出席者計 37 欠席者計 14 

●ニコニコボックス報告（金井 和治副員長） 

春日丘高校 IAC・松本先生、岩越さんをお迎えして！ 

                 原田 好展 君 

松本先生、岩越さん、ようこそお越し頂きました。 

コロナ禍で大変ですが、頑張って下さい。 

                 柴田 和宏 君 

しばらくお休みしました。 

                 伊勢村道雄 君 

春日丘高校 IACの皆様、ようこそ。 

                 波多野 真 君 

インターアクトクラブの皆様、ようこそ。 

                 伊東 由之 君 

松本先生、岩越会長、本日は宜しくお願いします。 

                 北園 守生 君 

春日丘高校 IAC・松本先生、岩越さんようこそ。 

                 田中 秀典 君 

インターアクトクラブの皆様ようこそ。 

大変な時期ですが頑張って下さい。 

                 杉本 敦永 君 
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春日丘高校 IACの皆様、ようこそ。 

                 田邊 雅彦 君 

コロナを避け、GoToキャンペーンを推進するために、

東北の山に登山して来ました。八甲田山（1584ｍ）、

岩木山(1624m),八幡平(1613ｍ),早池峰山(1917m)

を1合目からの登山です。日本の自然は素晴らしい事を

実感すると同時に世のため人のためにまだまだ頑張ろう

という気になりました。 

                 國田武二郎 君 

春日丘高校 IACのご来訪、現況報告を宜しくお願い致し

ます。 

                 山内 佳紀 君 

春日丘高校 IACの皆さんを歓迎して。 

                 串田 正克 君 

春日丘高校 IAC・松本先生、岩越さん、報告ご苦労様で

す。 

                 稲熊 正徳 君 

春日丘高校 IACの皆さんをお迎えして。 

                 稲吉 將秀 君 

春日丘高校 IAC岩越さん、お越し頂きありがとうござい

ます。 

                 梅本 昌裕 君 

春日丘高校 IACの皆様をお迎えして。 

                 鈴木 恵一 君 

誕生日を祝って頂いて。 

                 高山 光雄 君 

誕生日おめでとう。 

                 井上 政秋 君 

梅雨あけし コロナあけし 夢をみし 

真夏日や GoToどこゆく コロナまだ 

チコちゃん五才 

                 太田 哲郎 君 

アテンダンスをいただきありがとうございます。 

                 金井 和治 君 

アテンダンス表彰を祝って頂きありがとうございます。 

                 伊藤 康司 君 

お久しぶりです。 

                 栗田 和典 君 

 

 

今日も元気で！   

武田 英昭 君 川口 直也 君 中林 正人 君 

安川 正勝 君 三治  明 君 市川 孝  君 

照井 通夫 君 竹尾  悟 君 近藤 和彦 君 

前田 幹太 君 内海 辰巳 君 石川 良治 君 

暮沼勇二郎 君 大野 和宏 君  

 

本日のニコは全額インターアクトクラブに助成金として

贈呈しました。 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  36名  125,000円  

本年度の協力累計      254,000円  

 

 

 

 

 
 

春日丘高校 IAC来訪 

顧問教諭 松本 誠太先生 

2年生会長 岩越 莉那さん 
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第2回理事役員会議事録 

 

日時：2020年8月3日（月）11:30～ 

場所：ホテルメルパルク名古屋 4階 泉の間 

欠席：川口直也副幹事、阿萬裕子会員増強委員長 

   中島俊朗社会奉仕委員長 

 

柴田幹事の進行により、理事役員会が開会された。 

 

【原田会長挨拶】 

 

【議題】 

① 8・9月行事について 

山内副会長より資料に基づき報告。 

 

② 照井道夫会員の出席免除願い承認について 

柴田幹事より資料に基づき説明。理事役員出席者全員の

承認を得る。 

 

③ 豪雨災害の義捐金について 

柴田幹事及び原田会長から資料に基づき説明。「2020

年7月熊本豪雨災害」及び「2020年7月2700地区

(福岡・長崎・佐賀)豪雨災害」の2か所の義捐金願いが

あり、前者「熊本災害義捐金」については本日の例会受

付時にて義援金箱を設置、各会員に1,000円を依頼す

る。 

後者「2700地区(福岡・長崎・佐賀)災害義捐金」に関

しては、佐賀が全国空港RCの関係もあり、会長から今

年度幹事クラブである豊中RCに問い合わせをしたうえ

で諮ることとする。 

 

④戦略計画委員会チームメンバーとアンケートについて 

原田会長より資料に基づき、戦略委員会の委員を発表。

また添付されたアンケートの内容を説明し、例会時に配

布するとの事。また柴田幹事よりチーム増強についての

アンケート内容を説明あり。同様に例会時に配布する。 

稲吉SAA委員長より戦略計画委員会としての委員長の

不在を問われ、原田会長より委員長は現会長が務めるこ

とと回答。また稲熊直前会長よりグローバル補助金に関

しては、長期的時間の問題、人的問題などを考慮し、今

後の可能性を探るものとすると発言。 

⑤ハワイ・ウエストホノルルRC周年延期について 

内海国際奉仕委員長より資料に基づき、ハワイ・ウエス

トホノルルRC70周年の祝事は延期となったことを報

告。 

⑥年末家族会開催の方向性について 

近藤親睦委員長より年末家族会の有無について理事役員

の意見を求める。中止する案、記念品の贈呈に代える案

等が出るが、本日の提案事項を検討し9月度の理事役員

会にて再度提示することとする。 

 

⑦ZOOM研修会についてのアンケート 

柴田幹事より資料に基づき解説。原田会長よりZOOM

研修会に公共イメージ梅本委員長を指名し、承諾を得

る。 

 

⑧例会開催基準について 

原田会長よりコロナ禍での8月度の例会について、休会

する意向を諮り、理事役員の承認を得る。9月度以降の

例会運営に関しては、次回理事役員会にて諮ることとす

る。尚、柴田幹事より SNS(ライン)等を利用して理事役

員との相互連絡を図ることも考慮しているとのこと。 

 

【次回開催日時・場所の決定】 

日時 2020年9月7日(月)11時30分～ 

場所 ホテルメルパルク名古屋4F「泉の間」 

 

議事録：会長エレクト 田邊雅彦 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


