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第 2060 回例会 

     2021年 6月21日（月） 第19回       

●点  鐘 会長 原田 好展 君 

●例会行事 新会員卓話 暮沼勇二郎君 

「自己紹介」 

 ●司  会 入谷 宏典 SAA委員 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 原田 好展君 

 
 

皆さん今日は、約 2 ヶ月振りの例会となります。大勢の

参加ありがとうございます。ワクチン接種が急ピッチで

進んでいます。私は 12 日に一回目のワクチンを小学校

の体育館で接種しました。帰る迄に 45 分くらいかかり

ましたが、担当者の誘導でスムーズに終えることができ

ました。でも外国の接種会場の映像と比較して丁寧すぎ

るので、接種率はなかなかあがらないのではと思いまし

た。うちのクラブの 65 才以上の会員数は約 60％です。

次年度はワクチン接種した会員と、していない会員が混

在してスタートする事になります。 

本日の例会の開催についてですが、緊急事態宣言が延長

されて現次クラブ協議会が中止になりました。次年度へ

の引き継ぎの為に、田邊エレクトと協議し宣言が延長さ

れても、理事役員会は単独で開催する事は決まっていま

した。例会開催につきましては、SAAの例会準備のため

「緊急事態宣言解除後 1 週間は例会開催しない」事が 4

月の理事役員会にて承認されているので、本来は休会と

なるべきでした。ただこの承認事項は国、県からの解除の

決定が金曜日の夕方に正式決定される事が多く、うちの

クラブは例会が月曜日なので SAA の対応に厳しいもの

がありました。それを回避するために決まった事で有り、

あくまで例会準備対応で、なお一層の感染予防策として

決まった事では有りません。4 月の例会を開催した時以

上に感染者数が減ってきて、例会準備対応も問題はない

ので、状況が良い今の内に例会も一緒に開催したらどう

かと思い、皆さんに案内をさせて頂きました。しかし、会

長として私が取ったこの行動が、東尾張分区のガバナー

補佐としての対場で中林パスト会長から指摘がありまし

て「理事役員会で決まった事は厳守すべきで、クラブ内の

トラブルに発展する可能性がある。もっと将来を見据え

たクラブ運営をするように」と助言を頂いています。 

先日、ガバナー主催のチャリティゴルフ大会が中京ゴル

フクラブ石野コース、参加者 133 名でおこなわれまし

た。うちのクラブからは 4 名が参加しました。私は前田

君と愛知ロータリーE クラブの次年度会長と同じ組で廻

りました。ラウンド中今年度は例会が出席免除になり、E

クラブの財源である 1 回千円のメーキャップ手数料収入

がゼロで大変だった。また次年度は月に 1 回は対面での

例会を考えていて会費の増額を検討したい、など意見交

換をしながらラウンドしました。ショートホールがチャ

リティー基金ホールとなっていて、集まった支援金は東

日本大震災で両親又は片親を亡くした遺児たちに奨学金

の給付をするプログラム「ロータリー希望の風奨学金」へ

全額寄付されるそうです。 

それから、稲熊年度に入会した暮沼君の新会員卓話が、何

度も延期になりましたがやっと実現しました。卓話よろ

しくお願いします。 

次回 6 月 28 日は最終例会となります。本来は例会をす

ませた後 IDMに移り、食事とお酒をたしなみながら、会

員の皆さんと親睦を計り一年を締めくくるのですが、残

念ながら今回はコロナ禍ですので通常昼例会とさせて頂

きます。 

報告事項になりましたが、会長挨拶とさせて頂きます。 
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        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 82.97％ 

出 出席義務者 22 欠 

席 

者 

出席義務者 8 

席 出席免除者 17 出席免除者 4 

者 出席者計 39 欠席者計 12 

●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員） 

会員の皆様、2ヶ月ぶりの例会となります。 

暮沼君、卓話楽しみにしています。 

                 原田 好展 君 

無事、最後の理事役員会を開催出来ました。 

有難うございました。 

                 柴田 和宏 君 

新会員卓話に期待します。 

                 伊勢村道雄 君 

久しぶりの例会出席の喜びで。 

                 三治  明 君 

暮沼君、卓話頑張れ！！ 

                 石川 良治 君 

結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

                 竹尾  悟 君 

本日、理事役員会参加の皆様ご苦労様でした。 

久しぶりの例会楽しみたいと思います。 

                 稲熊 正徳 君 

誕生日を祝っていただき！ 

                 清水 武臣 君 

アテンダンスお祝いいただきまして！ 

                 太田 哲郎 君 

誕生日を祝っていただきまして。 

                 内海 辰巳 君 

暮沼くんの卓話を楽しみにしています。 

                 金井 和治 君 

暮沼くん、卓話よろしく！ 

                 安川 正勝 君 

暮沼君、卓話期待しています。 

                 山内 佳紀 君 

卓話やります。宜しくお願いします！ 

                 暮沼勇二郎 君 

                  

今日も元気で！   

川口 直也 君 川瀬  公 君 阿萬 裕子 君 

大野 和宏 君 田中 秀典 君 中林 正人 君 

武田 英昭 君 高山 光雄 君 近藤 和彦 君 

山北 秀和 君 照井 通夫 君 入谷 宏典 君 

市川  孝 君 堀塲 竜司 君 波多野 真 君 

國田武二郎 君 北園 守生 君 稲吉 將秀 君 

田邊 雅彦 君 串田 正克 君 伊東 由之 君 

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力 34名   64,000円  

本年度の協力累計      999,000円  

 
 

 
新会員卓話 暮沼勇二郎 君 

「自己紹介」 
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第8回理事役員会議事録 

 

日時：2021年6月21日（月）11:00～ 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル17F「楓」 

 

【議題】  

① 6月例会行事について  

山内副会長より資料に基づき報告があった。 

 

② 退会届提出について 

竹尾悟君、井上政秋君、柴田和宏君、梅本昌裕君の

4名より退会届の提出があり受理された。 

 

③ 休会規定について 

原田会長から、休会規定について、提案があった

が、会費等の問題もあり、設けないこととなった。 

 

④ 全国空港RCフォーラムについて 

原田会長から、次の報告があった。 

本年度の幹事の豊中南ロータリークラブから、次年

度は開催しない、提唱クラブの意見を伺いたい、と

いう連絡があった。 

 

⑤ 春日丘高校 IAC活動報告と現状について 

伊東委員長から、春日井ロータリークラブが、基軸

提唱クラブとして、提案した覚え書きを巡る状況に

ついて、報告があった。 

 

⑥ 地区よりインド支援協力金のお願いについて 

期限が5月末だった為、10万円の支援協力をした

旨の事後報告があり、承認された。 

 

⑦ I.D.Mについて 

柴田幹事より、IDMは中止し、通常例会のみを実施

したいという提案があり、承認された。 

 

⑧ 年末家族会代替え品会計報告について 

近藤委員長より資料に基づいて報告があり、承認さ

れた。 

 

⑨ 例会用パソコンの購入について 

柴田幹事より報告があり、承認された。 

 

⑩ 事務所・例会場引っ越し費用 

柴田幹事より報告があり、承認された。 

 

⑪ 各委員会から次年度への引継ぎ事項 

柴田幹事 

本日、会員数名から、今日は、例会を開催するの

か、どうして開催するのか、という問い合わせがあ

った。 

緊急事態明けのまん延防止措置の期間の開催、是非

がある。 

開催の必要性を丁寧に説明する必要がある。 

特に、欠席される会員に説明する必要がある。 

 

稲吉SAA委員長 

過去10年間のデータがUSBにあるので、稲熊副委員

長に引き継いだ。 

 

武田会計 

山内副会長に協力を依頼して、会計を整備した。 

50周年の特定基金に300万円を引き継ぐ。 

一般会計から150万円、特別会計から150万円を引

き継ぐ。 

すみれ会からも寄付を頂く予定である。 

 

監査の竹尾さんが退会されるので、山内さんに依頼した

い。 

 

阿萬会員増強委員長 

今期は、なかなか難しかった。 

 

山内クラブ奉仕委員長 

ニコボックス17回、96万5000円。 

 

近藤親睦活動委員長 

今年度は親睦活動が一切出来なかった為、次年度の参考

に出来ず申し訳ない。 

 

伊東青少年奉仕委員長 

揉め事が早めに解決できれば良いと思う。 

 

内海国際奉仕委員長 

地区のラオスの事業に加わった。 

世界大会、先日、行われた。 

 

串田R財団・米山奨学委員長 

今年は、活動が難しかった。 

補助金事業は、何とか実施した。 

米山奨学生のチョウさんには、参加する機会が少なかっ

た。 

地区の方針で積極的には、お金を集めていない。 

 

稲熊R情報委員長 

暮沼君、大野君、前田君、1回実施した。 

 

田邊会長エレクト 

今年度最後の理事会ができてよかった。 

 

 

[次回開催日時・場所] 

日時：2021年7月5日(月)11：00〜  

場所：名古屋マリオットアソシアホテル 

17F「パイン」 

 

議事録：副幹事 川口 直也 


