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第 2074例会 

     2021年 11月15日（月） 第13回       

●点  鐘 会長 田邊 雅彦 君 

●斉 唱 「君が代」 

●例会行事 地区大会報告 

 ●司  会 串田 正克 SAA委員 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 田邊 雅彦君 

 

 

会員の皆様、こんにちは。 

11月7日(日)名古屋国際会議場において、国際ロータリ

ー第2760地区・地区大会が開催されました。出席参加

いただいた会員の皆様、ありがとうございました。 

 

先ほど理事会において、理事の皆様に多くの審議事項を

決議していただきました。詳細はウィークリーをご覧い

ただければと思いますが、一部ご報告申し上げます。 

本年度の年末家族については中止とさせていただき、通

常例会に代えさせていただきます。また、来年1月7日

の新年例会につきましては、お昼の例会とさせていただ

き、持ち出し例会として金山グランコートホテルにて開

催させていただきます。 

 

さて、11月は気候の良さも相まって様々な場所でイベン

トが開催されています。 

毎年開催されているイベントも、昨年はコロナ禍の影響

で中止になったものも数多くありましたが、コロナによ

る新規感染者や死亡者数の減少に伴い、今年は再開して

いるものが多く見られます。 

 

私ごとではありますが、11月21日(日)は熱田区内で「あ

ったかあつた魅力発見市 2021」が開催されます。これ

は熱田区役所と名古屋学院大学が中心となって、「まちじ

ゅうがイベント」をコンセプトに白鳥庭園、神宮公園、宮

の渡し、金山総合駅で催し物が開催され、堀川沿いに先月

完成した尾頭橋親水公園を利用してパンマルシェが開催

される予定です。 

当日は、JR東海主体となって、熱田神宮駅から金山駅ま

での「さわやかウォーキング」を開催したり、それぞれの

イベントを回遊する巡回無料バスを出したり、堀川に船

を出してガイド付きの水上交通も行われます。 

尚、白鳥庭園ではこれ以降、三週にわたって金土日とライ

トアップを行いますので時間のある方はのぞいてみてく

ださい。 

 

尚、先日 12 日(金)・13 日(土)は金山総合駅で「第 11

回商店街逸品名品テストマーケット 2021」が開催され

ました。これは愛知県内、名古屋市内の商店街が地元の特

色を生かした名品や地域の学生たちと連携して新たな逸

品を開発販売するイベントです。例えば 半田市商店街

は半田高校と連携して昆虫食を使ったお菓子を春日井勝

川商店街は学生たちとサボテンまんじゅうやサボテンバ

ーガーを、藤が丘商店街は愛知学院大学の生徒さんとロ

ールケーキを、そして金山商店街では名古屋学院と丸い

焼きそばを作成、販売しました。 

大村知事、名古屋副市長らも応援にかけつけ、中日新聞や

NHK のニュースにもとりあげられたことでテスト商品

は完売することができました。 

 

申しわけありません。せっかくの機会ですので、もう少し
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お時間を拝借させてください。来週、初顔合わせで打ち合

わせをするのですが、長崎県五島列島・五島市の観光協会

による「物産店」を来年1月7日〜9日の三日間、金山

総合駅南口にて開催する予定です。 

また来年 3月 19・20日には金山駅を中心に市民会館、

音楽プラザ、金山アスナルそして金山の北と南の商店街

が初めて合同のイベントを開催しようと計画しています。

「(仮)金山エンタメアートフェス」と題して音楽、アート、

飲食を中心に盛り上げていく企画で、現在名古屋港水族

館に協力を仰ぎ、地元の小学生たちと何かできないかと

模索している最中です。 

本日もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （内海 辰巳副委員長） 

本日の例会 

会員数 47 出席率 93.33％ 

出 出席義務者 24 欠 

席 

者 

出席義務者 3 

席 出席免除者 18 出席免除者 2 

者 出席者計 42 欠席者計 5 

●ニコニコボックス報告（稲吉 將秀 副委員長） 

 

今日も元気で。 

                 田邊 雅彦 君 

地区大会の報告をさせていただきます。 

                 川口 直也 君 

今日も元気で。 

                 山田 幹雄 君 

誕生日を祝っていただいて。 

                 中林 正人 君 

誕生日を祝っていただいた事。 

                 石川 良治 君 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

次回、財団の卓話をします。宜しくお願いします。 

                 安江 寛二 君 

結婚記念日を祝っていただき。 

                 入谷 宏典 君 

アテンダンス表彰して頂きありがとうございます。 

                 阿萬 裕子 君 

結婚記念日を祝っていただいて！ 

                 稲熊 正徳 君 

誕生日の祝福ありがとうございます。 

                 波多野 真 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。 

                 田中 秀典 君 

結婚記念日を祝っていただいて。 

                 中島 俊朗 君 

結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。 

                 杉本 敦永 君 

 

                                  

今日も元気で！   

 

照井 通夫 君 稲吉 將秀 君 原田 好展 君 

大野 和宏 君 堀塲 竜司 君 太田 哲郎 君 

國田武二郎 君 三治  明 君 武田 英昭 君 

伊藤 康司 君 市川  孝 君 前田 幹太 君 

山北 秀和 君 安川 正勝 君 北園 守生 君 

高山 光雄 君 金井 和治 君 近藤 和彦 君 

プリヤンタ 君 早川 正倫 君 串田 正克 君 

内海 辰巳 君 山内 佳紀 君 川瀬  公 君 

 

 

本日の協力 37名   62,000円  

本年度の協力累計         567,000円  

  

 

 
 

 
幹事 川口 直也 君 

 

 
2021年11月17日 

犬山カンツリー俱楽部 

 

優勝  原田 好展 君 

準優勝 中林 正人 君 
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第5回理事役員会議事録 

 

日時：2021年11月15日（月）11：30～ 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル17F「桐」 

欠席者：武田英昭R財団・米山奨学生委員長 

進行 川口幹事 

 

田邊会長挨拶 

 新型コロナウィルス感染もなんとなく落ち着いてきて

いますが第六波があることを考え今後の事業を進めてい

きたいと思いますので協力願います。 

【議題】 

【審議事項】 

① 指名委員会委嘱の件について田邊会長より説明 

別紙の通り指名委員を定めさせてもらい11月22日

（月）に委員会を開催する予定です。 

全員賛成で承認 

 

⑤ロータリー希望の風奨学金の件について川口幹事より

説明 

 例年通り例会受付にて募金箱を設置し支援協力をしま

す。 

 全員賛成で承認 

 

【報告事項】 

①11・12月例会行事について近藤副会長より報告 

12月13日の年末家族会は中止とし、お昼の通常例会

とします。 

 

【審議事項】 

②22－23年度における「23－24年度地区研修・協

議会」のための特別委員会設置の件について田邊会長よ

り説明 

すでに準備委員会の立上げについては動き出しています

があらためて会員総出で対応していかなければなりませ

んのでよろしくお願いします。 

全員賛成で承認 

 

③年末家族会の件について伊藤親睦委員長より資料に基

づき説明 

内容については前回理事会の説明通りで、例会受付時に

皆さんにお渡しさせていただき、欠席者についてはホテ

ル側で預かりのうえその後の例会受付時にお渡しさせて

いただきます。 

全員賛成で承認 

 

④新年例会の件について伊藤親睦委員長より説明 

1月7日（金）の新年例会は金山のグランコートへの持

ち出し例会となります。お昼の例会とし、お酒の提供は

今後のコロナ感染の動向をみて後日決定させていただき

ます。 

全員賛成で承認 

⑥IMフォーラム発表の件について川口幹事より説明 

2022年3月12日（土）に行われるフォーラムへは

全員登録とし、当日行われる発表についての資料提出並

びに委員会設置は会長幹事に一任する。 

全員賛成で承認 

 

⑦カーボンゼロ植樹計画の件について川口幹事より説明 

名古屋城北ロータリークラブとの合同事業とし、豊山町

にドングリの植樹の寄贈する提案が先方よりありまし

た。 

全員賛成で承認 

 

⑧ワールドフード＋ふれ愛フェスタの件について川口幹

事より説明 

チケット購入の依頼がきていますのでクラブで一括購入

し会員全員に配布します。開催時期は今秋から来春4月

23日、24日になります。 

 全員賛成で承認 

 

⑨次年度地区委員会への出向の件について川口幹事より

説明 

現在、中林正人君、安江寛二君2名の出向派遣要請がで

ています。なお、IAC委員会につきましては次年度は名

古屋城北より出向の予定です。 

中島会員増強委員長及び金井会計より例会時に地区出向

のアピールをしていただき、大勢の方に他のクラブの方

との交流のチャンスの場として出向の推進をしていただ

きたいという発言がありました。 

全員賛成で承認 

 

【その他】 

１． クラブ活性化セミナー開催のご案内 

   日時：2021．11.29  13時開会 

   場所：名古屋東急ホテル 

   出席者：山内会長エレクト、入谷副幹事 

２．「2760地区RLI会長エレクト研修」パートⅡ・パ

ートⅢ 

   日時：2021．11.21  9時45分開始 

   出席者：山内会長エレクト 

3．米山奨学生学友合同忘年会 

日時：2021．12．12  11時開始 

場所：ホテルメルパルク名古屋 

対象：会長・幹事・米山奨学委員長・カウンセラー 

 

［次回開催日時・場所の決定］ 

 日時：2021年12月 6日（月）11：30～ 

 場所：名古屋マリオットアソシアホテル17F「楠」 

 

 

 

 

 


