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名古屋市中村区名駅 3-11-13 レジデンス鈴木 1101 
【TEL】 052-446-6811 【FAX】 052-446-6812 

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

会長/ 山内 佳紀 
幹事/ 入谷 宏典 
公共イメージ向上委員長/ 稲熊 正徳 

例会日/毎週月曜日 12：30～13：30 
例会場/名古屋マリオットアソシアホテル 
 

第 209９例会 

     2022 年 ７月 ４(月) 第 １ 回       

●司  会 ＳＡＡ 串田 正克 君 

●斉 唱   「君が代」 

●例会行事 新年度事業計画発表 

   

●ゲスト 米山奨学生 

シタウラ ビビタさん  

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 山内 佳紀 君 

 

皆さん、こんにちは 7 月となり、今年も半分終わったわ

けですが、ロータリーでは今月からが始まりの年度とい

うことで、今日は初回でもあり、気を引き締める意味で、

ロータリーの会長エレクト研修で配られたネクタイを締

めてきました。 

ここ数年はコロナのため、満足に 1 年間継続して活動で

きませんでしたが、今年度こそは 1 年間を通じて活動が

できることを祈っております。ただ、またコロナもぶり返

してきているようですし、ロータリーソングの斉唱はま

だしばらくは控えたいと思います。 

さて、7 月 4 日は何の日か、何か記念日があるのかを調

べてみました。 

アメリカでは独立記念日ということで有名ですが、日本

では梨の日(鳥取県)、那須の日（栃木県那須町）、和服・洋

服直しの日（ナー・オー・シの語呂合わせ）ということに

なっております。 

ところで、私は趣味で合唱団に所属していますが、定期的

に行われる発表会もコロナの影響でしばらくありません

でした。今年になって久しぶりに４月に行われました。今

回のコンサートでは曲の合間に団員がそれぞれスピーチ

をする機会があり、私はコンサートで歌ったある曲の紹

介をすることとなりました。その曲は中島みゆきの「糸」

という曲ですが、紹介するにあたって、歌詞の意味を調べ

てみました。 

お聞きになった方もいらっしゃるかと思いますが、最後

のフレーズで「縦の糸はあなた 横の糸は私、逢うべき糸

に 出逢えることを人は仕合せと呼びます」で締めくく

っています。 

しあわせというと一般的にはさいわいの幸と思いますが、 

歌詞では「仕合わせ」となっています。 

しあわせの意味を辞書で調べてみますと 

① 幸運。幸福 

不自由や不満もなく、心が満ち足りていること（さま） 

② めぐりあわせ。運命。 

「しあわせ」という語源は、「し合わす」「し」は動詞活用

では「する」の連用形。（～ます。） 

つまり、何か複数の動作などが「合う」こと、それが「し

あわせ」であると。 

様々なことが重なり合って、物事は成り立っているとい

うこと。 

今は主にいい意味でしか使われていない傾向にあります

が、もともとは良いことも悪いこともすべて含めて「しあ

わせ」であるということでした。 

私が今年度、会長職を授かるのも何かのめぐりあわせで

す。 

しあわせの本来の意味を大事しながら、この１年間ロー

タリー活動を通じてたくさんのしあわせを感じて、進ん

でいきたいと思っています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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        委 員 会 報 告           

●出席報告 （大野 和宏 君） 

本日の例会 

会員数 ４６ 出席率 92.50％ 

出 出席義務者 24 欠 

席 

者 

出席義務者 3 

席 出席免除者 13 出席免除者 6 

者 出席者計 37 欠席者計 9 

      

●ニコニコボックス報告（松井 ゆか 君） 

今日から新年度がスタートします。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

山内 佳紀 君 

山内丸の船出です。 

皆さん一年間よろしくお願いします。 

入谷 宏典 君 

山内・入谷年度の門出を祝い。 

またアテンダンス表彰を頂くよろこびで！！ 

     武田 英昭 君 

山内会長、入谷幹事の門出を祝して。 

田邊 雅彦 君 

新年度もよろしくお願いします。 

阿萬 裕子 君 

山内・入谷丸の出向をお祝いして！ 

     稲熊 正徳 君 

山内年度の門出を祝して。 

     稲吉 將秀 君 

山内、入谷丸の出港を祝い！ 

     金井 和治 君 

アテンダンスを祝っていただきました。 

     市川  孝 君 

アテンダンスありがとうございます。 

     大野 和宏 君 

山内会長、入谷幹事の門出を祝すと共にアテンダンスを

祝っていただいて。 

     串田 正克 君 

山内会長・入谷幹事の船出を祝って。 

     内海 辰巳 君 

山内丸がんばってください 

    照井 通夫 君 

山内会長、入谷幹事この一年がんばってください。 

    鈴木 恵一 君 

山内年度がんばってください。本年度もよろしくお願い

します。アテンダンスありがとうございます。 

    伊東 由之 君 

山内会長、入谷幹事１年楽しいクラブをお願いします。 

    山北 秀和 君 

山内会長、入谷幹事やりがいを持って楽しくがんばって

ください。 

    中島 俊朗 君 

山内、入谷丸の船出を祝して！  

    原田 好展 君 

 

 

アテンダンス、誕生日を祝っていただいて！  

    波多野 勝美君 

山内会長の前途を祝して 

    栗田 和典 君 

今期、国際奉仕委員長でお世話になります。 

よろしくお願いします。 

    真城 壮司 君 

一年間ありがとうございました。 

今年度がんばってください。  

    川口 直也 君 

山内年度、幹事 理事役員の皆様 期待してます。 

がんばってください。 

    安川 正勝 君 

明後日、６９才いや７９才になります。 

Thanks a lot!! 

    太田 哲郎 君 

     

    前田 幹太 君 

今日も元気で！   

伊藤 康司 君 中林 正人 君 國田 武二郎君 

早川 正倫 君 北園 守生 君 安江 寛二 君 

三治  明 君 松井 ゆか 君 暮沼 勇二郎君 

プリヤンタ 君 高山 光雄 君  

   

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力 ３５名   78,000 円  

本年度の協力累計           78,000 円  

 

アテンダンス 波多野 勝美 君 
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アテンダンス 伊東 由之 君 

 

アテンダンス 前田 幹太 君 

 

アテンダンス 山北 秀和 君 

 

 

 

 

 

 

 

アテンダンス 武田 英昭 君 

 

アテンダンス 串田 正克 君 

 
お誕生日 照井 通夫 君 
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お誕生日 太田 哲郎 君 

 

クラブ奉仕委員会／クラブ強化戦略委員会 

金井 和治 委員長 

 

 
会員増強委員会 川口 直也 委員長 

 

 

公共イメージ向上委員会 稲熊 正徳 委員長 

地区研修・協議会実行委員会    

中林 正人 委員長 

 

 
シタウラ ビビタ さん 
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第１回理事役員会議事録 

日時：２０２２年７月４日（月）１１：３０～ 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル・１７Ｆ「楠」 

進行：入谷幹事 

 

山内会長挨拶  

４月18 日の次年度理事役員会でもお話をさせて頂きま

したが、本年度国際ロータリーは「イマジン ロータリ

ー」がテーマとなり、地区のテーマは「未来を描こう、

笑顔でつなごう。一人一人のチャレンジを力に！変化に

対応できるクラブを目指して」となっています。そこで

本年度のクラブテーマは「クラブがワンチームとなって

絆を深め、ロータリー活動をより楽しく」とさせて頂き

ました。会員数が46名となる為委員会を兼務して頂く

方もいらっしゃいます、タイトな委員会運営になると思

いますが、この一年充実したクラブ活動をして参りたい

ので、宜しくお願い致します。 

【議題】 

【報告事項】  

① 「7・８月例会行事について」金井副会長より説明 

8 月２９日は夜間例会ではなく外来者卓話で春日丘 IAC

活動報告、担当は青少年奉仕委員会です。 

入谷幹事より改めて理事役員の皆さんには修正分をメー

ルで送らせて頂きます。 

② 「クラブ計画書配布について」入谷幹事より説明 

③ 「ポケット名簿配布について」入谷幹事より説明 

④ 「 22-23年度地区補助金事業支給額ご連絡につい

て」山内会長より説明 

⑤ 「全国空港ＲＣフォーラムについて」入谷幹事より

説明 

本年度輪番でいけば豊中南RCですが、空港フォーラム

から脱退したいと云う申し出もあり、次の広島RCはコ

ロナ禍でRC活動が出来ていないので、本年度は開催を

見送りさせて頂きます。 

 

【審議事項】  

「菅沼智大君入会の件」入谷幹事より説明 

 手続きを経て8 月1日に入会式を行いたい。全員承認 

 中林地区研修・協議会実行委員長より会員推薦の書式

が古いので見直すのが良いのではないか。入谷幹事よ

り、一度調べてみます。 

 

【依頼事項】入谷幹事より説明 

１． 委員会事業計画概要について  

２． 22-23年度2760地区会員増強セミナー 

7/6（水）16:00セミナー 18:20～20:00懇親

会  名鉄グランドホテル11 階 柏の間    

川口会員増強委員長、入谷幹事 

３． 第72 回社会を明るくする運動 東部地区パレード 

7/7（木）15：20集合 豊山町社会教育センター 

2 階ホール 

山内会長、田邊直前会長、稲吉社会奉仕委員長、 

稲熊公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長、入谷幹事 

４． 春日井ロータリークラブ例会訪問 

7/8（金）受付12：00 例会12：30～ 

13：30 ホテルプラザ勝川 2 階 さくら 

山内会長、入谷幹事 

５．22-23 年度クラブ活性化セミナー 

7/8（金）15：30受付 16：00～19：00 

セミナー  ウインクあいち 小ホール 

山内会長、金井クラブ強化戦略委員長 

６.  第一回クラブ協議会 

7/11（月） 13：30開会  

名古屋マリオットアソシアホテル 17 階 「桐」 

理事役員・各委員会副委員長 

７．名古屋城北ロータリークラブ例会訪問 

  7/12（火）受付12：00 例会12：30～ 

13：30 ヒルトン名古屋28 階 One O Five 

山内会長、入谷幹事 

8. 米山奨学生学友合同研修会 

  7/16（土）9：30～13：30 トヨタ博物館 

シタウラ ビビタさん、安川正勝カウンセラー 

９．第2760地区第32回インターアクトクラブ年次

大会 

  7/18（祝・月）10：30 受付  

  名古屋国際会議場 白鳥ホール 1階4 号館 

山内会長、安江青少年奉仕委員長、入谷幹事 

10．第一回クラブ強化戦略委員会  

  7/19（火） 18：00 開会 やひろ丸錦港店 

金井委員長始め委員会メンバー、山内会長、 

阿萬会長ｴﾚｸﾄ、入谷幹事、伊藤副幹事 

11．第一回資金推進委員会 

  7/27(水)16：00-17：30ガバナー事務所 

安江地区資金推進委員 

12. 地区補助金説明会 

7/29日（金） 14：00～15：30  

セントレイクレノン錦4階 会議室   

山内会長・事務局1名 

13．ロータリー財団セミナー 

  8/5(金)12時登録受付 

  名古屋東急ホテル3階  山内会長 

14. 東尾張分区会長・幹事会 

  8/5（金） 河文名古屋  山内会長 入谷幹事 

 

【協議事項】 

１．「今後の事務局体制について」入谷幹事より説明 

  業務委託をするメリット、デメリットについて説明 

  次回、理事役員の皆さんに同議題について再度ご意

見を伺う機会をご案内します。 

２．「伊勢村道雄様追悼例会の件」山内会長より説明 

  8/22（月）追悼例会を行いたいと思います。 

  中林地区・協議会実行委員長より 長年当ロータリ

ークラブに貢献して頂いているので、ご家族の意向

も確認してご出席して頂くのが良いのではないか。 

先方の意向は昨日確認してあります。 

  例会会場が名古屋マリオットアソシアホテルになっ

てから初めてのことなので、催し方は打ち合わせて

みます。 

【次回開催日時・場所の決定】 

  日時：２０２２年８月１日（月）１１：３０～ 

  場所：名古屋マリオットアソシアホテル 

17 階「楠」 


