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第 934 回
2010 年 12 月 7 日（火）晴
〜 家族月間 〜

斉
出

唱
席

第 21 回

君が代 我等の生業
会員 65 名（出席率算入人数 56 名）
出席 46 名 出席率 82.14％
前々回補填率 98.21％
（11 月 16 日分）
12 月の誕生日

5 日 平沼 里子さん 16 日 江村
18 日 杉本
勇さん 19 日 細井
20 日 出田真太郎さん 29 日 中村

雅夫さん
俊男さん
勝さん

配偶者誕生日

12 日
18 日
22 日
28 日

生野
稔さん
坂本ゆかりさん
黒田 優子さん
吉木 素子さん

16 日
21 日
23 日
29 日

12 月の結婚記念日

1 日 江村
12 日 生野

雅夫さん
房江さん

3 日 朝比美和子さん

会長 あい さつ


会長 太田 敦士さん
来年2月17日に栄RCホストで
IMが開かれます。本来であれば
私共のクラブは翌年の主催クラブ
ですから全員登録すべきですが、
2月は周年事業もあるため無理だ
という話をしました。しかし栄
RCさんから再度要請がありまし
たのでなるべく沢山の人員が参加
するよう努力しますと話をしました。現在IM登録
者が前年よりも少ない14名ですので、出席できる方
がみえましたら是非出席していただきたいと思いま
す。また、私共のIM実行委員会に係わる人には是非
参加していただきたいと思っておりますので要請が
あった時には宜しくお願いいたします。

幹


事

報

ニコボックス

吉木

邦男さん

1. 海外出張届けが出ております。鈴木清詞さん、12
月5日〜18日、インドネシア・タイ・インド・中

本日は年次クラブ総会です。

白銀

義昭さん 江村

雅夫さん 江上

隆夫さん

宮嵜

良一さん 吉木

邦男さん 新原

尚さん

坂本

晃さん 林

隆二さん 入谷

直行さん

三島多恵子さん 小山

愼介さん 山本

誠一さん

浅井

浩さん 児島

徳和さん 久米

伸治さん

東山

直史さん 長尾

浅吉さん 木村

猛さん

武藤

正行さん 犬飼りさ枝さん 中西

芳子さん

杉山

隆秀さん 黒田

康正さん 坂田

信子さん

田中

一雄さん 榊原

和美さん 安藤

修さん

山本

郁矢さん 川辺

清次さん 木下

福郎さん

加藤

英敏さん 宮澤

伸光さん 細井

俊男さん

中村

勝さん 三浦

和人さん 三浦

隆さん

森田敏二三さん 白藤

憲雄さん 山崎

淳さん

田中
◆

◆

◆

告
幹事

レイ・クリンギンスミス

国へ、商用です。
2. 本日理事会にて、新入会員の申し込みがありまし
た川瀬悟さんが、会員として相応しいと承認され
ました。全会員の方々に明日FAXしますのでご
確認宜しくお願いいたします。
3. 次回12月10日、忘年家族会が開かれます。そのた
め来週12月14日火曜日は例会がお休みとなりま
す。
4. 本例会終了後に緊急理事会で1点だけ審議をして
いただきたいので、役員・理事の方々は例会終了
後に残っていただきますようお願いします。

◆

水野千鶴子さん
中村智恵子さん
浅井 町子さん
三浦 由紀さん

地域を育み、大地をつなぐ
2010-2011 年度 RI 会長

◆

省三さん 大橋さなえさん

12月10日の忘年家族会御出席お待ち申し上げま
す。親睦活動・家族委員会より 朝比美和子さん
本日例会欠席しますが忘年家族会は参加いたしま
す。
鈴木
享さん
Celebration
We had the wedding ceremony of my daughter
on December 4. I walked the virgin load with
a daughter. I am father of two girls. This is the
second, too. It is a little a complicated state of
mind to be nice. Thank you.
三浦
隆さん
一昨年より毎年恒例のイルミネーション始めまし
た。
佐々木 眞さん
本日合計

66,000 円

累計

907,000 円

委 員 会 報 告

2011-12 年度役員・理事あいさつ

■ロータリー財団委員会 副委員長 坂本
晃さん
地区ロータリー財団委員会から、来年2月に地区
からインドへ行き、2760地区が支援するポリオワク
チン投与の活動がありますので、それに一緒に参
加しませんかという案内が来ております。2011年2
月、4泊6日の計画で費用が25万円前後になります。
12月17日までに参加希望者は届けをお願いいたしま
す。
次に、ロータリーの年次寄付のお願いです。1人
100ドルを寄付して下さいということで、これはRI
会長賞の要件にもなっております。あと10数名がま
だ寄付されていないようですので、是非全員100ド
ルの寄付をお願いしたいと思います。

年次クラブ総会

議長 会長 太田 敦士さん
■ 2010-2011 年度上期会計報告

会計代理 吉木 邦男さん
収入の11月末日までの実績は、
14,979,646円です。支出は、本部地
区費等が1,354,080円、クラブ活動
費が2,486,700円、クラブ運営費が
7,615,706円となっております。予算
額と今後の予算から実績の増減の数
字等を見合わせまして順調にいっているのではない
かと思います。
■ 2011-2012 年度会長エレクト、副幹事選任の件

会長 太田 敦士さん
2011-12年度会長エレクトは宮嵜良一さん、副幹
事は坂本晃さんに選任されました。
■ 2011-2012 年度役員・理事選任の件

副幹事 入谷 直行さん
2011-2012年度の役員・理事の発
表をさせていただきます。

❖ 2011 ｰ 2012 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
新世代奉仕委員長
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

山本 郁矢
伊藤 博昭
（兼任）
中西 芳子
宮嵜 良一
太田 敦士
入谷 直行
榊原 和美
吉木 邦男
坂本
晃
伊藤 博昭
（兼任）
久米 伸治
鈴木 清詞
浅井
浩
武藤 正行
本多 利郎
東山 直史
木村
猛
細井 俊男

■会長 山本 郁矢さん
皆さまのご協力の中でなんとか一
生懸命務めさせていただきたいと思
います。
次年度は、我がクラブからガバ
ナー補佐が輩出されます。三浦和
人さんのバックアップを一生懸命させていただきま
す。また、IM の主催クラブにもなり、この点につ
きましても、次年度なんとか成功を収めなければな
らない行事であります。また、市内 24RC の社会奉
仕委員会の運営委員会の幹事クラブにもなります。
いろいろとお力添えを願いたいと思います。
また、伊藤さんを副会長にお願いいたしました。
体調がすぐれず休会中でしたが、お元気になられた
ようですので、次年度は副会長として十二分にお務
めいただけるのではないかと思います。この点も皆
さまのご理解をいただきたいと思います。ご協力を
宜しくお願いいたします。
■副会長 中西 芳子さん
微力ですが、皆さまに教えていた
だきながら務めさせていただきま
す。せめて皆さまの足を引っ張らな
いように気をつけたいと思います。
どうか宜しくお願いいたします。
■会長エレクト 宮嵜 良一さん
これから 1 年半修行を積みまし
て、皆さまのお役に立てるよう頑張
りたいと思いますのでどうぞ宜しく
お願いいたします。
■幹事 入谷 直行さん
山本新会長を支えながら、また各
新委員長さんのお仕事の調整役を何
とかこなして行きたいと考えており
ます。名南 RC が楽しく、活力のあ
るクラブになりますよう一生懸命頑
張りたいと思います。どうぞ宜しく
お願いいたします。
■会計 榊原 和美さん
私みたいなずぼらな者が会計を
やって良いのかと思いますけれども
ご指名でございますので、厳しい財
政の中ですが赤字にならないように
頑張っていきたいと思っておりま
す。宜しくお願いいたします。
■副幹事 坂本
晃さん
会長エレクトに選任された宮嵜さ
んとは 30 年弱位のお付き合いで、
これも何かの縁ですので是非支えて
行きたいと思います。宜しくお願い
いたします。

■職業奉仕委員長 久米 伸治さん
現在の宮嵜委員長の下で勉強しま
して、切磋琢磨して次の職業奉仕委
員長を務めたいと思いますので、宜
しくお願いいたします。
■国際奉仕委員長 浅井
浩さん
今年度は 20 周年なので、台北ミ
レニアム RC からも来訪されます。
今木下さんの方でリードをしていた
だいて楽しく英会話の勉強の最中で
ございます。来年度は少しは生かせ
るようになるかなということで、自
分も努力して参りたいと思っております。どうぞご
指導の程宜しくお願いいたします。
■新世代奉仕委員長 武藤 正行さん
先週入谷さんから電話をいただき
まして、12 月に入ったのでクリス
マスプレゼントでもいただけるのか
と思ったら、
「今度委員長をお願い
します」というとんだプレゼントを
いただきましてありがとうございま
す。微力ですが頑張りたいと思いますので宜しくお
願いいたします。
■ロータリー財団委員長 東山 直史さん
私、古希を迎え老人の部類でござ
います。この会を見渡しましても、
活気を維持する為には沢山の若い優
秀な方がお出でですから、本来なら
入谷さんにミスキャストですよと申
し上げたいところです。しかし、ご
指名をいただいた以上はご奉公させていただかなけ
ればいけないのかなと思っております。山本丸の中
で私もスタッフの一員として寄与したいと思ってお
ります。
■会場運営・プログラム委員長 木村
猛さん
本年度に入ってから山本郁矢さん
に「副の次は長だから、プログラム
を勉強して下さい」と発破をかけら
れました。いよいよ来年度というこ
とで、明るく楽しい会場と、明るく
楽しいプログラムというものを目指
して頑張っていきたいと思います。どうか諸先輩方、
宜しくご指導の程お願いいたします。
■会報・雑誌・広報委員長 細井 俊男さん
入谷さんから、
「次はあなたが委
員長です」
と教えていただきました。
力不足とは思いますが、皆様方のお
助けをいただきながら精一杯頑張り
たいと思いますので、宜しくお願い
いたします。
第 936 回例会（12 月 21 日）のご案内
㈱カスプデンタルサプライ
代表取締役 山田 和伸 氏による外部卓話

■ 12 月度理事会

議事録 ■


日
場

報告者 入谷 直行
時 2010 年 12 月 7 日㈫  17：00 〜
所 名古屋マリオットアソシアホテル
17F『パイン』
出席者 太田、田中、猪村、山本、吉木、
木下、入谷、宮嵜、児島、黒田、
佐々木、朝比、三島

16名中13名参加
◎審議事項
一、新入会員推薦の件 ＜幹 事 吉木 邦男さん＞
川瀬  悟さん（推薦者 山崎  淳さん）入会を承認
一、2011-12 年度会長エレクト・副幹事選任の件

＜会 長 太田 敦士さん＞
2011-12 年度 会長エレクト 宮嵜 良一さん、
副幹事 坂本 晃さん
⇒ 承認
一、2011-12 年度役員・理事選任の件

＜副幹事 入谷 直行さん＞
別紙の通り発表
◎協議事項
一、2 ／ 17 西名古屋分区 IM 登録の件

＜会 長 太田 敦士さん＞
登録数が現在 14 名のため、呼びかけをして登録者
を増やす。
◎報告事項
一、細則追加の件
＜副幹事 入谷 直行さん＞
2011 年 7 月 1 日より
第 11 条 クラブ細則第 9 条の委員会を次の通り
変更する。
新世代委員会→新世代奉仕委員会
ロータリー情報・会員選考委員会→研修リーダー
シップ・会員選考委員会
一、会計中間報告（11 月末）の件

＜幹 事 吉木 邦男さん＞
特に問題はなし
◎その他
一、次年度市内 24RC 社会奉仕委員会の
ホストクラブとなる。
※次回 1 月度理事会
1 月 18 日㈫  17：00 〜
名古屋マリオットアソシアホテル

■ 臨時理事会

17 Ｆ『パイン』

議事録 ■


日
場

報告者 入谷 直行
時 2010 年 12 月 7 日㈫  19：30 〜
所 名古屋マリオットアソシアホテル
17F『ルピナス』
出席者 太田、田中、猪村、山本、吉木、
木下、入谷、宮嵜、児島、坂本、
佐々木、朝比、三島

16名中13名参加
◎審議事項
一、2011-12 年度西名古屋分区 IM 実行委員会の件

＜会 長 太田 敦士さん＞
・実行委員長は山本 誠一さんにお願いする。
・早急に実行委員会メンバーを決定する。

