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第 211７回例会 

     2023 年 1 月 13 日(金) 第１9 回       

●司  会 ＳＡＡ 照井 通夫 君 

●点  鐘 会長 山内 佳紀 君 

●斉  唱  国歌斉唱「君が代」 

       ロータリーソング「四つのテスト」 

 ●例会行事  新年例会 

会員卓話 

        第 42 代会長 波多野 真 君 

        「新年を迎えて」 

 ●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、あけましておめでとうございます。 

新春を清々（すがすが）しい気持ちでお迎えのことと思い

ます。 

今年の干支はうさぎですが、ちなみに我がクラブでは昭和

50 年生まれがおひとり、昭和 38 年生まれがおひとり、

昭和 26 年生まれがおひとりと 3 人の方が卯年生まれとな

っています。 

さて今月は「職業奉仕月間」となっております。ガバナー

月信では青山博徳地区職業奉仕委員長が寄稿されておりま

すので、ご紹介させていただきます。 

職業奉仕は難しい、難解だ、何を対象に奉仕するのかわか

らないというメンバーもおられるかと思いますが、「職業

奉仕こそロータリーの根幹である」と言われる方もお見え

になります。確かに職業奉仕の概念は、世に多くある奉仕

団体や NPO・NGO には無いロータリー固有の奉仕に対す

る考え方であるとも言えます。よくロータリーの樹に表せ

られるように、ロータリーの活動の実りの果実や茂る枝葉

は、クラブ奉仕と言う根っこと、職業奉仕という幹から成

り立っていると説明されています。職業奉仕が判り難いの

は「何々の為に奉仕する」という言葉が、他の国際・社会・

青少年奉仕と違い「言い換えの出来ない」部分があるので、

判り難いと言われます。職業奉仕とは他の団体にはない

RC 特有の奉仕活動に対する概念であり、そこが RC の RC

たるゆえんであり、最も肝要な部分であると考えています。 

以上、「職業奉仕月間」にちなんでご紹介させていただき

ました。 

 
 
        委 員 会 報 告           

●出席報告 （大野 和宏 君） 

 

●ニコニコボックス報告（松井 ゆか 君） 

明けましておめでとうございます。 

2022-23 年度の折り返し地点です。 

新年を迎え、新たな気持でスタートして参ります。 

本年もよろしくお願い致します。 

山内 佳紀 君 

明けましておめでとうございます。 

今年も宜しくお願いします。 

波多野 真 PP、卓話宜しくお願いします。 

入谷 宏典 君 

会員数 48 出席率 88.10 ％
出席義務者 22 出席義務者 5
出席免除者 15 出席免除者 6
出席合計 37 欠席合計 11

本日の例会

出
席
者
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席
者



お祝いをしていただきまして！ 

市川  孝 君 

結婚記念日を祝って頂いて。 

                   鈴木 恵一 君 

今年も宜しくお願い致します。 

阿萬 裕子 君 

明けましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願いします。 

伊藤 康司 君 

あけましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いいたします。 

伊東 由之 君 

新年明けましておめでとうございます。 

皆様本年も宜しくお願いします。 

稲熊 正徳 君 

「謹賀新年」添書に心動くや年賀状。 

                   太田 哲郎 君 

明けましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願いいたします。 

会員増強を宜しくお願いいたします。 

                   金井 和治 君 

明けましておめでとうございます。 

栗田 和典 君 

明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

                   近藤 和彦 君 

 

明けましておめでとうございます。 

本年も何卒宜しくお願い致します。  

菅沼 智大 君 

今年も宜しく!! 

                   武田 英昭 君 

あけましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 

田邊 雅彦 君 

今年も皆様共に元気で!! 

照井 通夫 君 

あけましておめでとうございます。 

                   中島 俊朗 君 

明けましておめでとうございます。 

本日、卓話をさせていただきます。 

                   波多野 真 君 

明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 

原田 好展 君 

 

今日も元気で！ 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

  

 

シタウラビビタ さん 

 

「新年を迎えて」 

波多野 真 パスト会長 

 

１． 今年の干支（「十干」と「十二支」の組み合わせ） 

 『癸卯（みずのと う）』→物事の終わりと始まりの年 

 ※十干  １０種類 

  陽：甲（きのえ）、丙（ひのえ）、戌（つちのえ）、

庚（かのえ）、壬（みずのえ） 

  陰：乙（きのと）、丁（ひのと）、己（つちのと）、

辛（かのと）、癸（みずのと） 

 ※十二支：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、

戌、亥 

稲吉　將秀 君 大河　裕之 君 大野　和宏 君
加藤　泰弘川口　直也君 川口　直也 君 北園　守生 君
串田　正克 君 國田武二郎 君 暮沼勇二郎 君
高山　光雄 君 中林　正人 君 早川　正倫 君
松井　ゆか 君 安川　正勝 君 安江　寛二 君
山北　秀和 君

本日の協力 35 名 61,000     円
本年度の協力累計 1,070,000 円



２． 過去の卯年の出来事 

２０１１年：東日本大震災、地上波デジタル放送への 

完全移行 

１９９９年：ｉモードサービス開始、ロータリークラ 

ブ入会 

１９８７年：ＪＲグループ発足、利根川教授ノーベル 

賞受賞 

１９７５年：山陽新幹線開通、エリザベス女王来日、 

社会人２年目 

３． ２０２３年はどんな年？ 

 これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛躍す 

 る年 

 新しいことに挑戦するのに最適な年 

４． 私にとっての２０２３年は？ 

・物事の終わり 

・物事の始まり 

 

 

 
アテンダンス表彰 入谷宏典 君 

 

 
結婚記念日 鈴木恵一 君 

会員誕生日

菅沼智大君  市川 孝君  稲吉將秀君  伊藤康司君

 

乾杯 高山 光雄 君 

 

 

第７回理事役員会議事録 

日時：2023 年 1 月 13 日（金） 17：00～ 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル・51Ｆ 

「マーキュリー」 

進行：入谷幹事 

 



【会長挨拶】 

皆さん、あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。 

お正月の三が日は天気にも恵まれ、穏やかな日が続いて

おりましたが、お正月は、ゆっくり過ごせましたでしょう

か？ 

 さて、今年は卯年ですが、2023 年の「年男・年女」に

当たる卯年生まれの人口は 1 月 1 日現在で 997 万だそ

うです。 

男性が 485 万人、女性は 513 万人。日本の総人口 

1 億 2477 万人の 8％を占めるということです。 

出生年別に見ると 1975 年（昭和 50 年）生まれ（数え

48 歳）が最も多い 186 万人。1951 年（昭和 26 年）

生まれ（数え 72 歳）が 171 万人。1963 年（昭和 38

年）生まれ（数え 60 歳）が 157 万人。最も若い 12 歳

の 2011 年生まれは 104 万人だそうです。 

今年はウサギ年ですので、ピョンピョン跳ねるうさぎに

あやかり、飛躍の年になることを期待しています。 

【報告事項】  

① 1・2 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 秋の家族会（松本空港 RC 記念式典参加兼ねる）収支

報について 

入谷幹事より資料に基づき説明 

コロナの関係の助成金は現在、旅行社の方で手続き中

です、1 月末もしくは 2 月初めには皆さんへ御返金

出来る予定です。 

③ 青森県津軽地方大雨災害義捐金お礼状について 

入谷幹事より資料に基づき説明 

【審議事項】  

① シタウラビビタさん お子様誕生祝の件 

入谷幹事より説明 

例会の受付に募金箱を設けて、会員の皆さんからカン

パを募って、2 月初めの例会米山奨学金授与の際に誕 

生のお祝いとして渡したい。 

全員賛成にて承認 

② 6/19(月)IDM 開催場所の件 

入谷幹事より資料に基づき説明 

予算を少しでも圧縮したい、と云う想いで持ち出し例

会として計画致しました。 

全員賛成にて承認 

【協議事項】 

① 海外クラブとの姉妹提携の件 

入谷幹事より資料に基づき説明 

マレーシアのロータリークラブから海外姉妹提携をし

たい、と申し出がありました。次回以降理事役員会で

検討していきたいと考えています。 

中林理事より 当クラブの 50 周年事業を見据えて、

海外姉妹提携クラブの在り方を検討した方が良い。 

金井理事より クラブ強化戦略委員会で 50 周年事業

についてまた、クラブの運営についても検討も始め

ています。併せて海外姉妹提携についても検討し、

理事役員会に上げて検討して頂ける様にしたいと思

います。 

【依頼事項】 

①第２回ロータリー財団委員会/全委員会  

 1/27(金)16：00～17：30 ガバナー事務所 

出席予定者：安江 寛二委員長 

入谷幹事より資料に基づき説明 

②2022－20223 年度 2760 地区 RLI 会長エレクト

研修パートⅢ  1/29(日) 

登録開始 9：00～ (9：30－17：00) 

ウィンク愛知 

出席予定者：阿萬 裕子 会長エレクト 

入谷幹事より資料に基づき説明 

② 23—24 年度 地区研修・協議会分科会リーダー会議  

2/6(月)15：00～19：30 

名古屋クラウンホテル 5 階「鶴の間」 

出席予定者：中林正人 内海辰巳 稲吉將秀 山北秀和 

串田正克 波多野真 杉本敦永 安江寛二 真城壮司 

山内佳紀 入谷宏典 

入谷幹事より資料に基づき説明 

 記載の予定者以外にご出席の方がいらしたら教えて下さ

い。 

③  第２回 若手会員に意見を聞く会  

 2/6(月)18：00～  

「御晩菜 なかむら (松岡ビル B1F)」 

出席予定者：金井和治 中島俊朗 市川孝 原田好展 

阿萬会長エレクト 川口直也 杉本敦永 真城壮司  

暮沼勇二郎 大野和宏 前田幹太 松井ゆか 

入谷幹事より資料に基づき説明 

④ 23－24 年度ロータリー財団「補助金管理セミナー」  

2/9(木) 16：00～18：30  

 名古屋東急ホテル３階 

出席予定者：阿萬裕子会長エレクト 伊藤康司副幹事 

次年度社会奉仕委員長 

入谷幹事より資料に基づき説明 

阿萬会長エレクト 伊藤副幹事と２名で出席します。 

⑤ 22－23 年度 ロータリー女性の集い PARTⅡ  

2/9(木)1 9：00～21：00  zoom にて 

出席予定者：全会員対象 

入谷幹事より資料に基づき説明 

皆さん、ZOOM でご出席をお願い致します。 

⑥ 22－23 年度 東尾張分区 会長・幹事会  

2/10(金) 17：30～  神楽家 

出席予定者：山内会長 入谷幹事 

入谷幹事より資料に基づき説明 

 

 

『次回開催日時・場所』 

日時：2023/2/6(月)  11：30～ 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル 17F 【桂】 


