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Weekly Report  
 

事務局/ 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 
 

ROTARY CLUB OF NAGOYA AIRPORT since 29 July,1974  

第 2102 例会 

     2022年 8月 1(月) 第 4 回       

●司  会 ＳＡＡ 串田 正克 君 

●点  鐘 会長   山内 佳紀 君 

●例会行事 全員協議会 担当 会員増強委員会 

タイトル『会員増強の具体的実践』 

入会式（菅沼 智弘 君） 

●ゲスト 2023-24年度 地区研修・協議会 

  地区幹事   杉浦 敏夫 君 

  地区副幹事  三宅 正恭 君 

        地区スタッフ 廣部 智映 君 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 山内 佳紀 君 

 

今日はさきほどご紹介にもありましたように 2023-24年度地区研

修.協議会について 2023-24年度の地区幹事杉浦敏夫君、副

幹事三宅正恭君、地区スタッフ廣部智映君より、ご挨拶を頂戴し

ます。よろしくお願いいたします。 

また、米山奨学生のシタウラビビタさんも来られております。このほか

菅沼智大君の入会式や表彰・祝福行事・クラブ奉仕委員会で新

しく企画されたニコボックス月間コメント賞発表など、多くの行事が

予定されております。 

さて今日は何の日かと申しますと８月１日は水の日とされていま

す。１年を通じて 8月が一番水を使う量が多い月であることから、

その月の最初に節水を呼び掛ける為にこの日を国土庁（現在の

国土交通省）が１９７７年に制定しています。 

この日を初日とする１週間を「水の週間」として例年水の大切さ

（水資源の有限性・貴重さ水資源開発の重要性）について普及

啓発活動を全国的に実施しています。 

さて名古屋の水道水は安心・安全でおいしいといわれております

が、その取り組みとして①恵まれた水源とその保全②きめこまやかな

水質管理③安定した供給サービスを実施しています。 

名古屋の水道水の水源は水量が豊かで水質も良好な木曽川で

す。木曽川の水は水質が良好なことに加え、硬度が低い軟水で

す。欧米と比較して、日本の水は硬度が低い傾向にあります。 

欧米ように長い時間をかけて石灰質の地域を通ってくる水の硬度

は高く、日本のように火山性の地質であったり、河川が急流であっ

たりすると、硬度は低めになります。 

名古屋の水道水の硬度は主な大都市でも特に低く、「あっさりして

まろやかな味」といわれていますが、ちなみに硬度（カルシウム・マグ

ネシウムの含有量）を調べた資料によりますと名古屋市は

18mg/Ⅼに比べ、東京都は70mg/Ⅼ、大阪市で41mg/L、アメ

リカのラスベガス 300mg/L、イタリアのミラノで 270㎎/Ⅼ、フランス

のパリで 280㎎/Ⅼとなっています。このように数値でみると名古屋

市の水は硬度が低いことがわかります。 

さて、国際ロータリーでは今年度のロータリーの重点分野として７つ

の重点分野を挙げていますが、そのなかには「水と衛生」が挙げられ

ています。世界を見渡しますと汚染水で病気になる人や命を落とす

人が後を絶ちません。水くみなどの労働によって学校に通えず、つら

い境遇を強いられている子供がいます。ロータリーでは家庭と学校

の水・衛生設備の改善を通じて、子供への教育を改善していま

す。今日は水の日にちなんだお話しをさせていただきました。 
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        委 員 会 報 告           

●出席報告 （松井 ゆか 君） 

本日の例会 

会員数 ４7 出席率 92.86％ 

出 出席義務者 25 欠 

席 

者 

出席義務者 3 

席 出席免除者 14 出席免除者 5 

者 出席者計 39 欠席者計 8 

      

●ニコニコボックス報告（田中 秀典 君） 

杉浦23-24年度地区幹事 

三宅23-24年度地区副幹事 

廣部23-24年度地区スタッフ 

ようこそ。今日はよろしくお願いします。 

 山内 佳紀 君 

菅沼 智大君、入会おめでとうございます。 

シタウラビビタさん、今日もようこそ。 

23-24年度2760地区 杉浦 敏夫 地区幹事をはじ

め、地区スタッフの皆様、ようこそ名古屋空港ロータリー 

クラブへ。 

  入谷 宏典 君 

今日も元気で！ 

山田 幹雄 君 

「イヤー」と言おうよ！！ 

      太田 哲郎 君 

新入会員です。菅沼君をよろしくお願いします。 

                  栗田 和典  君 

本日名古屋空港ロータリークラブに入会できたことを嬉し

く思います。 

      菅沼 智大  君 

誕生日を祝って頂いて 

      高山 光雄 君 

菅沼智大君の入会の喜びと、更なる会員増強を期待して 

      中島 俊朗 君 

 

菅沼さんようこそ 会員増強よろしくお願いします 

     川口 直也 君 

菅沼智大君入会おめでとうございます 

杉浦地区幹事他2名様 地区研修・協議会 PRご苦労様で

す。 

     稲熊 正徳 君 

久しぶりに新入会員を迎える喜びで！ 

                串田 正克 君 

菅沼君の入会を祝して 

                               原田 好展 君 

今日も暑いですね。水分をしっかりとりましょう 

                               田中  秀典 君 

2021-22年度会計報告に承認をよろしくお願いしま

す。 

アテンダンスを祝っていただきありがとうございます。 

                               金井 和治 君 

 

地区研修協議会よろしくお願い致します。 

                                内海  辰巳 君 

今日も元気で！   

近藤 和彦 君 北園 守生 君 安江 寛二 君 

山北 秀和 君 松井 ゆか 君 前田 幹太 君 

伊藤 康司 君 鈴木 恵一 君 安川 正勝 君 

照井 通夫 君 三治  明 君 大野 和宏 君 

市川 孝  君 波多野 真 君 伊東 由之 君 

田邊 雅彦 君 稲吉 將秀 君 杉本 敦永 君 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力 ３3名   ６8,000円  

本年度の協力累計           263,000円  

 

地区幹事   杉浦 敏夫 君 

地区副幹事  三宅 正恭 君 

地区スタッフ 廣部 智映 君 
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シタウラビビタさん ・ 安川正勝 カウンセラー 
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第２回理事役員会議事録 

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・１７Ｆ「楠」 

進行：入谷幹事 

 

山内会長挨拶  

色々ご心配をお掛け致しました。10 日間の自宅療養の経

過も過ぎ元気ですが、毎日健康チェックも怠ることなくし

ています。療養中は配食サービスを３食分頼んでいました。 

また、配食の牛乳は１か月の賞味期限があることも知りま

した。今後も健康に留意し頑張りたいと思います。 

 

【議題】 

【報告事項】  

① ８・９月例会行事について                   

金井副会長より資料に基づき説明 

 

② 菅沼 智大君 ８月１日入会式について 

山内会長より資料に基づき説明 

 

③ 今後の事務局体制について 

山内会長より説明 

  9月以降も今までと同様の体制でいく。 

また、1名欠員が出るので募集致します。 

 

④ １１月１８日松本空港RC合同例会について 

入谷幹事より説明 

8月初に詳しくわかる予定です。 

 

【審議事項】  

 なし 

【協議事項】 

 なし 

 

【依頼事項】 

① 「立法案提出」のお願いについて                

入谷幹事より資料に基づき説明 

② 会員の参加を称える各種賞・表彰の概要について         

入谷幹事より資料に基づき説明 

③ ２０２２－２３年度 東尾張分区 IM フォーラムパネ

ラーご依頼  

入谷幹事より資料に基づき説明 

④ ロータリー財団セミナー 名古屋東急ホテル３F １

２時受付８/５ 

出席者対象者：山内会長 安江寛二資金推進委員会 委員 

⑤ 東尾張分区１２RC 会長・幹事会 ８/５ 

河文 名古屋 １７時３０分 受付 山内会長 入谷幹事 

⑥ ８/２２伊勢村道雄会員追悼例会のスピーチについて 

山内会長より説明。追悼スピーチは中林正人君にお願

いします。 

⑦ 第１回地区研修協議会実行委員会 ８/２２ 

名古屋マリオットアソシアホテル １７F「楠」１３：

３０～ 

⑧ 第３４回 IAC国内派遣研修事後研修会 ８/２７ 

愛知県青年の家(岡崎) 出席者対象：安江 青少年奉仕

委員長(案内は後日) 

⑨ 第１回クラブ職業奉仕委員長会議 ８/２９ 

１５時開会 ガバナー事務所会議室 出席者対象：北

園 職業奉仕委員長(案内は後日) 

⑩ 第２回クラブ強化戦略委員会開催について 9/５例会

後開催 

金井副会長より説明 

⑪ ２２－２３年度地区補助金事業(9/６豊山町)参加につ

いて 

多数の参加を募る事とします。 

⑫ クラブ米山記念奨学委員長会議 9/２２（木） 

ホテルメルパルク名古屋 15：30～出席予定者：山内

会長、入谷幹事、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：２０２２年９月５日（月）１１：３０～ 

  場所：名古屋マリオットアソシアホテル １７階「楠」 

 

記 

日 時  

【大会第1 日目】 2022 年11月12（土） 

 *本会議:受付14:30  開会 15:00 閉会 16:00 

*青少年フォーラム・米山記念奨学委員会活動報告会 

開会16:00  閉会17:30 

*ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会    

受付17:30 開会18:00  閉会20:00 

 

1 日目 名古屋観光ホテル 
（名古屋市中区錦1 丁目19-30 Tel：052-231-7711） 

 

【大会第2 日目】 2022 年11月13日（日） 

*ＲＩ会長代理主催顕彰昼食会   

 受付11:30  開会12:00 閉会12:50 

*友愛の広場 開会12:00  閉会13:00 

本会議第１部 :受付12:00 開会13:00  閉会 13:45 

記念講演    開始13:45 終了 14:50 

本会議第２部  開始15:20  閉会 16:30 

     
2 日目 愛知県国際展示場  

Aichi Sky Expo B ホール 
（常滑市セントレア5 丁目 10-1Tel：0569-38-2361） 

 


