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年次クラブ総会
第 1159 回
2015 年 12 月 1 日（火）晴

第 19 回

〜 疾病予防と治癒月間 〜
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君が代、奉仕の理想
会員 56 名（出席率算入人数 51 名）
出席 43 名 出席率 84.31％
前々回補填率 91.11％
（11 月 17 日分）
12 月の誕生日

19 日 細井
29 日 中村

俊男さん 20 日 出田真太郎さん
勝さん

配偶者誕生日
16 日 水野千鶴子さん 18 日 坂本ゆかりさん
20 日 下村 展子さん 21 日 中村智恵子さん
28 日 吉木 素子さん 29 日 三浦 由紀さん

再入 会者 紹介
紹介者 伊藤 圭一さん
皆さま、こんばんは。本日は嬉しい日です。再入
会の方が2人お見えになっております。下村徹嗣さ
んをご紹介させていただきます。
皆さまご承知だとは思いますが、下村さんは2000
年～2001年、15年前に当名南RCの幹事を務めていた
だいた方です。
JR東海の上層部の方でしたが、夫婦共にクリス
チャンで、JR東海を退職後は津で牧師として教会で
10年間働き、今年4月に名古屋に戻って来られて再
入会していただけるという事で、非常に喜んでおり
ます。東京大学の囲碁部のキャプテンで、囲碁は非
常に強いです。皆さま、宜しくお願い致します。
ただいま、伊藤さんから紹介さ
れました下村です。何人かの方か
ら再入会のお誘いをいただき、又、
皆さまのご承認をいただいて本当
に温かく迎えていただきまして、改
めてロータリアンの皆さまのご友情
に心から感謝申し上げます。
年齢の関係もありまして、再入
下村 徹嗣さん
会を躊躇するところもありました
が、やはり残された人生をどう生きるのかを考えた

時に、人との交わりを大切にしながら一日一日を充
実させて生きていくという事に尽きるかなと思って
おります。どうぞこれからも宜しくお願い致します。
紹介者 水野 俊男さん
皆さま、こんばんは。私事ですが、最近は株を買
えば下がるし、ゴルフに行けば腰が痛くなるなど良
い事が一つもなくツイてない日々だったのですが、
本日は久しぶりに楽しい日になりまして、本当に喜
んでおります。
20数年間ずっと一緒にいた大親友の小野さんが再
び戻ってきてくれる事になり、嬉しく思います。小野
さんとはアメリカやブラジルなど世界中色んな所へ
旅行も行きましたが、彼とは一緒にいても喧嘩をした
事がありません。私が辛抱強いのか性格が良いのか
は分かりませんが、仲良くずっと一緒に過ごして本
日に至るわけです。また戻って来てくれて本当に嬉し
いです。皆さま、今後とも宜しくお願い致します。
皆さま、こんばんは。ただい
ま、ご紹介に預かりました小野で
す。本日は久しぶりに皆さまにお
会いして、懐かしさと温かい歓迎
をいただきましてホッとしている
ところです。
妻が少し体を悪くしたので2年
半前に退会させていただきました
小野 雅之さん
が、ようやく落ち着きまして、先
程下村さんが仰った通り、またロータリー活動を通
じて皆さまと楽しく、そして残りの人生を大いにエン
ジョイして、皆さまと共にロータリーを盛り上げてい
きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
■歓迎の言葉
会長 鈴木 清詞さん
皆さま、こんばんは。本日は大変嬉しい日となり
ました。下村さん、小野さんそれぞれ色んな事情が
あり一度は辞められたわけですが、やはりこの名南
RCがいいという事で、また再入会をしていただくと
いう事になりました。
小野さんは会長を経験された事もありますし、下
村さんは牧師さんをされていたので、講師として名
南RCへ何度か講演に来ていただいているのでご存
知の方は非常に多いかと思います。お2人とも1942
年生まれという事で、これからの人生をロータリー
と一緒に楽しんでいただきたいと思います。ご入会
ありがとうございます。そしておめでとうございま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

■所属委員会の発表
幹事 坂本
晃さん
私もお2人の再入会を喜んでおります。ありがと
うございます。
下村さんが会場運営･プログラム委員会、小野さ
んが出席･ニコボックス委員会に配属となりますの
で、宜しくお願い致します。

喜寿のお祝い
東山

直史さん

鈴木

享さん

会長 あい さつ


会長 鈴木 清詞さん
本日はお2人の再入会がありま
したが、もう一つお祝い事がござ
います。
実は東山直史さんと鈴木享さん
の喜寿のお祝いという事で、本来
は誕生月にやるのですが記念品を
用意してあります。本日は鈴木さ
んがお休みですが、東山さんには
お渡ししたいと思います。おめでとうございます。
今回は喜寿という事で少し調べてみました。暦年
齢というのがございます。皆さまよくご存知だと思
いますが、まずは還暦で60歳です。干支が一巡して
生まれた干支に戻るという事で還暦と言います。暦
年というのは毎年あるらしいのですが、有名なもの
だけ挙げていきますと、還暦、古希、喜寿、傘寿、
米寿、卒寿、白寿で、古希というのは70歳です。昔
は70歳迄生きるのが希という事です。
喜寿というのは77歳で、喜寿の喜ぶという字が草
書体で七を3つ重ねた字であるというところから喜
寿と呼ばれています。それから傘寿は80歳で、傘と
いう字が八十を重ねた形となって八十と読める事に
由来しています。米寿は88歳で、米という字を崩す
と八十八になるという事から米寿と書くという事で
す。卒寿は90歳で、卒の略字「卆」が九と十を重ね
て九十と読める事から、それから白寿は99歳ですが
百という字から一を取ると白という字になる事から
言われるようになりました。
孔子の「論語」の中に、子曰く「吾十有五にして
学に志し、三十にして立ち、四十にして惑わず、
五十にして天命を知る、六十にして耳順い、七十に
して心の欲する所に従いて矩（のり）を踰えず」。
とあります。70歳を超えると自分の行う全ての行動
は道徳の規範を外れる事はなくなったと言われてお
ります。
それからいきますと、77歳とは既に相当な域に達
しておられると。世界の総平均寿命は74歳だそう
です。日本では男女合わせて84歳。戦後すぐで言
うと、日本人の寿命は58歳なので60歳を切っていま
した。最近では90歳を超えないと長生きをしたと言
われない時代になってきました。これからもお元気
でロータリー活動に活躍していただきたいと思いま
す。ありがとうございました。
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幹事 坂本
晃さん
1. 退会届が野々村憲吾さんから11月30日付で出てい
ます。先程の理事会で承認しました。
2. 次年度の地区委員会へ出田真太郎さん、米山記念
奨学委員に大橋さなえさんが出向となりました。
3. 鬼怒川水害への義援金に対しまして、名南RCか
らは皆さまとニコボックスから合計で100,000円が
寄付されました。それに対する御礼状が第2820地
区のガバナー、倉沢さんから届いております。

ニコボックス
◆

クラブ総会の成功をお祈りします。小野さん・下
村さんの再入会を歓迎します。

佐々木元彦さん
木村
猛さん
鈴井 一博さん
朝比美和子さん
三浦 和人さん
木下 福郎さん
川辺 清次さん
三浦
隆さん
本多 利郎さん

加藤 英敏さん
坂本
晃さん
大平 明子さん
細井 俊男さん
入谷 直行さん
久米 伸治さん
三島多恵子さん
中西 芳子さん

中村
勝さん
有川 英敏さん
宮嵜 良一さん
森田敏二三さん
鈴木 清詞さん
江松 央統さん
出田真太郎さん
犬飼りさ枝さん

再入会させていただきました。皆様の友情に感謝
いたします。
下村 徹嗣さん
◆ 再入会しました。よろしくお願いします。

小野 雅之さん
◆ 下村さん、小野さんの再入会を心から歓迎します。

伊藤 圭一さん
◆

本日合計

56,000 円

累計

450,000 円

委 員 会 報 告
■ロータリー財団委員会 委員長 朝比美和子さん
皆さま、こんばんは。ロータリー財団委員会の朝
比でございます。下村さん、小野さん、久しぶりに
お会いできて嬉しいです。これから先輩として宜し
くお願い致します。
本日お配りしたのはロータリー財団寄付金のお願
いです。この度ロータリーレートは1ドル120円の
計算で、会員の皆さまには150ドル以上、日本円で
18,000円以上の寄付をお願い致します。

当クラブでは1,000ドル以上の寄付でポール･ハリ
ス･フェローとなっていただく事をお願いしており
ますが、強制ではございませんがよろしくお願いし
ます。3年程前から150ドル以上という事で今はお願
いしております。20,000円でも30,000円でも構いませ
ん。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
そして12月の押し迫った時に大変申し訳ないので
すが、ロータリー日本財団への送金の関係上、早めに
お願いしたいです。年末のお忙しい中恐縮でございま
すが、お忘れのないよう宜しくお願い申し上げます。
■ローターアクト委員会 委員長 木下 福郎さん
皆さま、こんばんは。下村さん、小野さん、再
入会おめでとうございます。10月6日（火）に熱田
ローターアクトに関するアンケートを取らせていた
だき、当日に55名中38名出席いただきまして、17名
の方から回答をいただきました。
その結果を、本日まとめて皆さまの出席袋の中に
入っておりますけれども、色々とコメントを書いて
いただきましたので読んでいただければ幸いです。
特にこの中で気付いたのが、「ロータリーは熱田
ローターアクトを十分に指導しているか?」という
質問に対し、Yesが1名、14名がNoという回答でし
た。それから「熱田ローターアクトからロータリア
ンになる人が少ないのは問題である」という質問に
対し、Noが10名になったというのが、皆さまのご意
見かなと思いました。
11月25日（水）に、熱田ローターアクトというの
は30歳以下の若い人を支援しようという事で、南･
東南･瑞穂･名南の4ロータリーで支援をしておりま
す。その4ロータリーの委員長が集合し、皆さんで
その結果についての話し合いをしました。
その4ロータリーが支援をしているという事と、
ロータリーというのは単年度制なので毎回変わって
いってしまい、ロータリーとしてなかなか十分な指
導が出来ないという事で、一応4ロータリーで話し
合った結果、毎年熱田ローターアクトを指導する幹
事クラブを作ろうという事になりました。とりあえ
ず今年は第1回目なので南からスタートする事にな
り、来年は東南、再来年は瑞穂で名南は4年後とい
う事になりました。
他のローターアクト委員長と話をしたのですが、
皆さまが仰っていたのは7時半のスタートだけど遅
刻がとても多く、月2回の例会なのにあんなに遅刻
をするのはおかしいという事と、ホテルで例会を
行っているのですが、ちょっと贅沢であるという話
が出ました。今後、我々で意見調整をしながらどの
ようにローターアクトを指導していくかを決める事
になりました。次回は来年の2月に第2回目の打ち合
わせを行う予定になっております。お金だけ出して
好きにやりなさいというのではなく、我々としては
やっぱり指導していこうという結論になりました。

海 外 ク ラ ブ 訪 問 報 告


日下智重子さん
海外ロータリークラブの報告をさせていただきま
す。去る11月12日（木）になりますが、台北にあり
ます東海RCを訪問してまいりました。台北には名南
RCの姉妹クラブのミレニアムRCもありますが、私
が今回行きましたのは、台北に2つだけあります日
本語で例会を行っているRCです。

そちらのRCの会長は、私が以前一緒に仕事をして
おりましたJAL系の総支配人である里谷さんで、日
本人でありながら台湾のRCの会長をしていらっしゃ
います。その関係で訪問させていただき、バナーの
交換もさせていただきました。
ロータリーのお食事が日本料理を提供してらっ
しゃって、前回私が帰ってきた時の最初の例会の食
事が中華料理だったので、逆で面白いなと見ており
ました。ロータリーソングも全て日本語で歌われて
おりまして、和やかな中、皆さま名刺交換だけでな
く色んな方とLINEのアドレスを交換してまいりま
した。いただいたバナーは鈴木会長にお渡ししたい
と思います。

アンチエイジングエクササイズ


中村

勝さん

年次クラブ総会


議長 会長 鈴木 清詞さん
議長を仰せつかりました。滞りなく終了いたしま
すよう、皆さまのご協力を宜しくお願いします。
■ 2015-16 年度会計中間報告（10 月末日まで）

会計 宮嵜 良一さん
会計の中間報告をさせていただきます。皆さま、
お手元の報告書をご覧ください。報告書の内容は、
4ヵ月間経過した、即ち3分の1経過時の報告なの
で、本当に中間報告でございます。
収入は基本的に半分入っておりますので、収入の
状況は順調です。それから支出のですが、3分の1の
支出でほぼ平均的ですが、本部地区会費等は半期分
を支出する事からおおよそ半分、それから場合に
よってはそれを超えるものがある事で、半分を超え
ております。クラブ活動費はほぼ3分の1未満という
状況ですので、委員会によってばらつきがあります
けれども順調な支出だと思います。
クラブ運営費もご覧いただきますと、7～9月分と
いうのが一部あり、そこは3ヵ月分なので4分の1相
当という事になりますが、およそ3分の1以下の状況
で支出されておりまして、ほぼ問題なく支出されて
います。中間的にはこのような状態にありますの
で、ご報告いたします。以上です。
■ 2016-17 年度会長エレクト・副幹事選任の件

会長 鈴木 清詞さん
会長エレクトとして入谷直行さん、副幹事として
加藤英敏さんを選任させていただきますので、異議
がないようなら拍手を持って承認をいただきたいと
思います。

■ 2016-17 年度役員・理事選任の件

副幹事 細井 俊男さん
皆さま、こんばんは。副幹事の細井でございま
す。2016-17年度の役員･理事選任の件という事でご
報告申し上げます。
❖ 2016 ｰ 2017 年度役員・理事 構成表 ❖

役
員
理
事

会長
副会長
副会長
会長エレクト
直前会長
幹事
会計
会場監督
副幹事
クラブ奉仕委員長
職業奉仕委員長
社会奉仕委員長
国際奉仕委員長
青少年奉仕委員長
親睦活動・家族委員長
ロータリー財団委員長
会場運営・プログラム委員長
会報・雑誌・広報委員長

木下 福郎さん
朝比美和子さん
木村
猛さん
入谷 直行さん
鈴木 清詞さん
細井 俊男さん
加藤 宜之さん
坂本
晃さん
加藤 英敏さん
吉木 邦男さん
大橋さなえさん
三島多恵子さん
三浦 和人さん
川辺 清次さん
安藤
修さん
三浦
隆さん
佐々木 暢さん
木村
猛さん

2016-17 年度役員・理事あいさつ
■会長 木下 福郎さん
次年度の会長をやらせていただきます木下です。
今、会長研修というものを受けておりまして、私は
名南RCに入れていただきまして25年目になるので
すが、いかに何も知らないかという事を思い知って
おります。ですが、幹事の細井さんが非常に優秀で
しっかりしているので、どうぞご安心いただきたい
と思います。来年どうぞ宜しくお願い致します。
■副会長 朝比美和子さん
副会長を仰せつかりました朝比でございます。こ
んな大役は私にはとても荷が重すぎて、細い体では
ありませんがちょっと危ないと思っております。少
しでも木下会長のお役に立てるよう頑張りますの
で、どうぞ来年宜しくお願い申し上げます。
■副会長 木村
猛さん
次年度副会長を仰せつかりました木村猛でござい
ます。一生懸命頑張ります。宜しくお願い致します。
■会長エレクト 入谷 直行さん
大変な大役でございますので、また諸先輩が大勢
いらっしゃる中で迷ったのですが、次年度は私も66
歳になり、60代のうちに頑張らせていただく方がク
ラブの為にはいいのかなと思いましたので、力不足
ではございますが、加藤さんがしっかりした方です
ので、私はゆったりとやらせていただこうと思って
おります。どうぞ宜しくお願い致します。
■直前会長 鈴木 清詞さん
残り僅かですが、今年頑張って来年に繋げていき
たいと思います。木下さんは大変優秀な方ですか

ら、うまく引き継げたらと思っております。どうぞ
宜しくお願い致します。
■会計 加藤 宜之さん
皆さま、こんばんは。来期の会計を引き受けさせ
ていただきます。会長の指示通りにやっていきたい
と思いますので、宜しくお願い致します。
■会場監督 坂本
晃さん
次年度会場監督を仰せつかりました坂本です。RC
というのは明るく楽しくというのが基本で、且つ卓
話というのは静かに聞くというLadies&Gentleman
の会として運営していきたいと思います。宜しくお
願い致します。
■副幹事 加藤 英敏さん
皆さま、こんばんは。一生懸命頑張りますので、
宜しくお願い致します。
■職業奉仕委員長 大橋さなえさん
皆さま、こんばんは。来年度の職業奉仕という事
で、私自身、職業奉仕のことは何も分かりませんの
で一生懸命勉強して、木下会長の下、頑張っていき
たいと思いますので宜しくお願い致します。
■社会奉仕委員長 三島多恵子さん
皆さま、こんばんは。次期社会奉仕委員長の三島
でございます。私なりに頑張らせていただきますの
で宜しくお願い致します。
■国際奉仕委員長 三浦 和人さん
皆さま、こんばんは。頑張ってやりますので宜し
くお願い致します。
■青少年奉仕委員長 川辺 清次さん
一生懸命頑張ります。宜しくお願い致します。
■ロータリー財団委員長 三浦
隆さん
皆さま、こんばんは。本日ロータリー財団の寄付
金のお話が朝比さんからありましたが、ようやく
ロータリー財団の仕事が解ったような気がします。
皆さま、寄付を宜しくお願い致します。
■会場運営・プログラム委員長 佐々木 暢さん
皆さま、こんばんは。会場運営･プログラム委員
長を仰せつかりました佐々木でございます。明る
く楽しい会場運営･プログラムをやっていきますの
で、皆さま宜しくお願い致します。
■会報・雑誌・広報委員長 木村
猛さん
次年度の広報委員長をまた仰せつかりました。頑
張ります。宜しくお願い致します。
■幹事 細井 俊男さん
次年度の幹事をやらせていただきます。木下会長
の下、皆さま方と各委員長の皆さま方との良き潤滑
油になれればと思い、精一杯頑張りますので、どう
ぞ宜しくお願い致します。

第 1161 回例会（12 月 15 日）のご案内

■ 12 月度理事会

議事録 ■


日
場

報告者 細井 俊男さん
時 2015 年 12 月 1 日㈫  17：30 〜
所 名古屋マリオットアソシアホテル
17F『パイン』
出席者 鈴木、有川、東山、木下、坂本、
児島、宮嵜、細井、鈴井、水野、
佐々木、朝比、大平、山本

18名中14名参加
◎審議事項
一、退会届の件
＜幹事 坂本
晃さん＞
野々村憲吾さん
11 月 30 日付 一身上の都合にて退会 ⇒ 承認
一、次年度地区委員出向の件

＜幹事 坂本
晃さん＞
地区会員増強委員 出田真太郎さん
地区米山記念奨学委員 大橋さなえさん ⇒ 承認
◎協議事項
一、3/8 名古屋熱田 RAC 合同例会の件

＜ローターアクト委員長 木下 福郎さん＞
ラシック内「麻 布ダノイ」予算 5,000 円の予定で
アトラクションなど検討する
◎報告事項
一、年次クラブ総会の件 ＜幹事 坂本
晃さん＞
次第に従って、会長を議長として進行する
2016-17 年度 会長エレクト ･ 副幹事 ⇒ 承認
2016-17 年度 役員 ･ 理事
⇒ 承認
一、会計中間報告（10 月末）の件

＜会計 宮嵜
10 月末まで特に問題はなし

良一さん＞

一、プログラムの件
1 月度・2 月度プログラムについて
 ＜会場運営・プログラム委員長 山本 郁矢さん＞
1 月 19 日 時事卓話 木村
猛さん
2 月 2 日 時事卓話 ⇒ 再入会者
イニシエーションスピーチ
一、名古屋熱田 RAC アンケートの件

＜ローターアクト委員長 木下 福郎さん＞
アンケート結果を基に、各クラブの委員長が話し合
いをして 4RC の提唱の仕方を考えていく。
◎その他
一、事務局給与の件
主任手当て ⇒ 承認
※次回 1 月度理事会
1 月 19 日㈫  17：30 〜

