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会長 田邊 雅彦 君
「奉仕の理想」
会員卓話
山北 秀和君 ・ 安川 正勝君
「2018～2019
会長幹事を振り返って」
稲熊 正徳 君 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。
本日のロータリーソングは「奉仕の理想」でした。その歌
詞の中に「望むは世界の久遠の平和」とありますが、先週
悲しいことが起こってしまいました。ロシア軍がウクラ
イナに軍事侵攻を始めたことです。そのことに、平和のふ
りをした秩序を口実に存在している矛盾に憤りと虚しさ
や悲しみを感じています。ウクライナはロシアと前提条
件なしで協議することに合意し、本日午後から協議が始
まるようですが、この紛争が大きな戦争にならないこと
を祈るばかりです。

さて、先週の補助金事業では皆様のご協力のもと講演
会を終えることができました。幸い天気にも恵まれ、舞台
上から拝見した際には社会教育センターホールのキャパ
半分とまではいきませんでしたが、それなりに座席を満
たしていたものと思われました。1 月には講師の宇梶剛
士さんがオミクロンで陽性になり、講演会前日には飛行
機の欠航と、直前までアクシデントがあり、どうしたもの
かと不安な時間を過ごしたこともありましたが、結果オ
ーライということで、その晩は久しぶりに安堵感に包ま
れ熟睡することができました。また当日は名古屋城北ロ
ータリーの小塚(美知子)幹事が来場してくださいました。
なんでも保護司会会長筒井様のお宅とはスープのさめな
い距離にお住まいとのこと。チェロ演奏していただいた
河井裕二さんは、中林パスト会長と深いお付き合いがあ
るとのことでしたし、改めて世間の狭さを痛感いたしま
した。
さて今週 3 月 3 日(木)は WFF カーボンゼロ植樹式が
行われます。これは RI2760 地区の WFF 実行委員会が
主体となり、ロータリー奉仕デーのテーマである「コロナ
ゼロ・カーボンゼロ支援」に基づいて WFF 開催前に地区
84 クラブが記念植樹事業を行うとしたものです。今回は
春日井ロータリークラブ並びに名古屋城北ロータリーク
ラブとの合同植樹式として春日井の春日丘高校でインタ
ーアクトの学生を交えての植樹式となります。名古屋空
港ロータリークラブからは川口幹事、山内エレクト、入谷
副幹事そして北園青少年奉仕委員長とともに参加してま
いりますので関係者の皆様、よろしくお願い申し上げま
す。本日は山北パスト会長と安川会員による卓話です。ど
のような内容なのか詳細はわかりませんが、ご両名の卓
話を楽しみにしております。それでは本日もよろしくお
願い申し上げます。

1／3

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
45
出席率
75.00％
出
出席義務者 16 欠
出席義務者 10
席
出席免除者 14 席
出席免除者
5
者
出席者計
30 者
欠席者計
15

「2018～2019 会長幹事を振り返って」

●ニコニコボックス報告（稲吉 將秀 副委員長）
先週の地区補助金事業ご協力いただきありがとうござい
ました。
山北秀和 P.P.安川正勝君 本日の卓話よろしくお願いし
ます。
田邊 雅彦 君
山北さん、安川さん 卓話よろしくお願いします。
川口 直也 君
本日、安川君と卓話させていただきます。
よろしくお願いします。
山北 秀和 君
卓話よろしくお願いします。
安川 正勝 君
山北パスト会長・安川君 本日の卓話
楽しみにしています。
稲熊 正徳 君
名コンビの山北・安川 旧会長幹事の卓話
楽しみです。
鈴木 恵一 君
Y&Y 名コンビ
卓話よろしくお願いします。
原田 好展 君
本日の卓話をされますお二人に
エールを送りたいと思います。Please！ Good Job！
太田 哲郎 君
今日も元気で！
中林 正人 君
高山 光雄 君
三治 明
君
暮沼 勇二郎君
北園 守生 君
近藤 和彦 君
山内 佳紀 君
本日の協力
本年度の協力累計

市川
稲吉
入谷
金井
内海
中島
伊藤

孝
將秀
宏典
和治
辰巳
俊朗
康司

君
君
君
君
君
君
君

武田
國田
照井
阿萬
串田

２７名

英昭 君
武二郎君
通夫 君
裕子 君
正克 君

39,000 円
762,000 円

山北パスト会長
久しぶりにお話をさせて頂きます。私のロータリー歴
も 21 年と自分でもよく続いたなと感慨深いものがあり
ます。
ここ 2～3 年のクラブ運営は、コロナと例会場変更と事
務局の問題と本来のクラブ計画が遂行できない状態で会
長幹事の苦労は大変だったと思います。
前向きな奉仕活動で会員同士力を合わせることで結束が
出来たり、親睦活動で会員同士・会員家族との食事やお
酒や旅行もままならない状況のクラブ運営となっている
ようです。
本日は、私と安川君が会長幹事を務めた 2018～
2019 名古屋空港ロータリークラブの私たちの活動を振
り返ってみたいと思います。会員の方には、その時の会
長幹事がどのような動きをしていたのかを知って頂き、
私と安川君は、楽しかった思い出や反省点をお話させて
頂きたいと思います。
まずは、1 年間のスケジュールを見てください。結構
詰まっていると思います。通常の例会・委員会・錦のク
ラブ活動は除いてあります。
会長挨拶は、毎例会会員の皆様の大事な時間にお話をさ
せて頂くので興味を持っていただける話を心掛けまし
た。
会員の皆さんが 出席したくなる 1 年にしたいと思いテ
ーマをグルメとして会員のお誕生日には、安川君の友達
の「シェ・シバタ」にお願いに行ってロータリーマーク
の入った特別なケーキを用意しました。
そして、年 4 回四季を感じる特別食をキャスルプラザさ
んに無理を言って旬の食材を使った贅沢なランチを用意
しました。
そしてグルメ会を作り予約が取りにくいお店「賛否両
論」
「すし人酒伊」で集まり楽しみました。
これはクラブ外ですが、仲良くなった春日井・小牧・名
古屋城北の会長幹事ともグルメ会を持ちかけ、持ち回り
でおいしいお店を用意することになり、日本食・イタリ
アン・すっぽんコース・舞妓さんに会いに京都へも行き
ました。
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次に、アテンダンスの記念品ですが、毎年ロータリー
のマークが入った商品を選ぶのですが、予算内ではボー
ルペンとかキーホルダーとかすでに贈った物も多く、以
前から安ぽいと感じてたブレザーにつけるエンブレムを
少し値段は高かったですが高級感のあるクラブエンブレ
ムを作り期の当初に皆さんにお渡ししました。毎月のア
テンダンスには、お渡しする物がなく戸惑ったりしまし
た。
それでは、イベントを振り返っていきます。
東尾張分区会長幹事会は、恒例の犬山ホテルで花火大会
でしたがインターアクトの事で E クラブの会長との長い
話し合いで見る余裕がなく残念だったのを覚えていま
す。
9 月の旭川空港フォーラムですが、予定の日の 10 日ほ
ど前に北海道で大きな地震があり実施するか？参加する
か？の判断を強いられました。旭川の会長は、来ていた
だけると励みになるからぜひ来てくださいとのことで予
定通り全 8 クラブで開催されました。フォーラムの後は
観光組とゴルフ組に分かれて北海道を楽しみました。
定山渓のホテルでは夜中に倒れて同室の稲熊君安川君に
迷惑を掛けました。小樽では照井さんがみんなで行った
お寿司屋で私たちが買い物を楽しんでいる間も延々と飲
み続け移動の電車でも一人で飲んでいたのを覚えてま
す。年末家族会もたくさんの会員とご家族に参加いただ
き松田聖子・都はるみの物まねのアトラクションを楽し
んだ事を思い出します。通算 2000 回例会として夜間
例会を開催しふるさと納税で頂いて独学 1 年半のサック
スフォンを演奏させていただきました。会員の皆様には
へたくそでご迷惑をおかけしましたが、下手でも人前で
披露する度胸は、ロータリーの会長挨拶で学びました。
4 月におこなった岩倉 RC との合同花見夜間例会です
が、岩倉の会員数が少ないにも関わらず家族や知人を集
めて頂き暖かいおもてなしに感激しました。
春の家族会「小牧ワイナリー」訪問は、寄付をしたブド
ウの木を見に行きました。障害があっても自立できるよ
うにとブドウを栽培・ワインの生産・加工・販売までの
仕事についていました。本人たちからワイナリーの説明
もあり支援を続けていきたいと思いました。
その後会員・家族とバーベキューを楽しみました。
一番長いイベントは、世界大会です。ドイツのハンブ
ルグで行われましたが、ロータリーがなければ訪れるこ
とのない街です。折角のヨーロッパなので自分たちで計
画を立てクロアチア・ハンガリー・チェコ・ドイツと巡
ってきました。春日井ＲＣの当時のガバナー補佐の加藤
夫妻も参加してくれて、いきなり財布を掏られたり、ド
ナウ川の船上レストランで食事をしましたが雨のせいで
水嵩が増え韓国人客の観光船が沈没したり、バスでチェ
コとドイツの国境を越えるときトイレに行ってた 2 人を
置き去りにしたりとハプニングはありましたがそれもま
た楽しい思い出となった 9 日間でした。
地区役員会長幹事懇親会では、ガバナー特別賞を頂きま
した。
これらの経験が出来たのも 各委員会の努力と名古屋空
港ロータリークラブのおかげです。改めて感謝いたしま
す。
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（2018-19 年度 幹事）安川 正勝君

2018-19 年度 例会・行事写真 スライド

