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２０１９年（令和元年） １２月１２日  (木 ) 晴  第２６６９回（当年度第１６回）例会  
 
                     

点 鐘                 会長  岩田 静夫君

司 会                  ＳＡＡ  猪子  明君 

ロータリーソング斉唱      「それでこそロータリー」

四つのテスト斉唱                

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

 

会長挨拶                    会長 岩田 静夫君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月１日に行われました、江南ロータリークラブ創立

５５周年記念事業「タング鑑賞会」及び再利用可能な文

具の回収につきましては、多数のメンバーのご参加を

頂き誠にありがとうございます。高い席からではありま

すが、お礼申し上げます。 

「タング鑑賞会」につきましては盛会に終わり、当日会

場にてお持ちいただいた再利用可能な文具回収につき

ましても、大きなダンボール箱八つもあり、大変嬉しく思

っております。その場で江南市国際交流協会ふくらの家

様に寄託させて頂きました。早速１２月３日にご連絡が

あり、「たくさん集まり、早く送ってあげたいから、仕分け

し物品リストを作っています。」との事。お手伝いに尾関

副幹事と共に行ってまいりました。８人程で一生懸命作

業をされておられました。全体の数量等つきましては来

年１月３０日国際奉仕委員会のクラブフォーラムにおき

まして、報告をして頂く予定であります。暑い国でありま

すブルキナファソと寒い国であるモンゴル、メンバーの

皆さんがいろいろ考えながら楽しそうに仕分けされてい

るのが印象的でありました。モンゴルには１２月２７日に

船便にて発送し１か月ぐらいで届くそうです。ブルキナフ

ァソには、今月中に発送しこちらは船便で約３か月かか

るそうです。ただブルキナファソは最近政情が不安定で

あり、少し心配があるそうです。到着後、写真等のご報

告を皆様にさせて頂きたいと思います。 

 本日は年次総会であります。定款の第７条会合 第２

節に年次総会に、「・・・細則の定めるところに従い、毎

年１２月３１日までに開催されるものとする。」とあり、細

則の第５条会合 第１節 年次総会 「本クラブの年次

総会は、原則として毎年１２月の第２例会に開催する。

この年次総会において会長ノミニー、次年度役員及び

次年度理事の承認を行わなければならない。」と定めら

れております。会員の皆様、宜しくお願い致します。 

幹事報告   -別紙-        幹事  中村 耕司君 

 

祝   福              委員長 松井 智義君 

 

出席報告               委員長  木本 寛君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４６名 ３５名  １１名 ８５．３７％ 

 

ニコボックス                     木本 寛君 

○本日は年次総会です。皆様よろしくお願い致します。 

岩田 静夫、沢田 昌久、中村 耕司、尾関 育良 各君 

 

○８日の日曜日、新幹線から富士山の雄姿を楽しみま 

した。久し振りの奥さん孝行でした。   

倉知 正憲君 
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○本日は誕生日の祝いありがとうございました。２１日 

で６６歳になりますが、今が人生で一番元気で楽しく 

毎日生きています。 

                   堀尾 庄一君 

○次年度役員、理事の承認 よろしくお願いします。 

加藤 義晴君 

○今日は年次総会です。 

創立５５周年の年次総会を成功させよう。  

松岡 一成、杉浦 賢二、松井 智義、 

長瀬 晴義、近藤 道麿               各君 

 

卓 話 

「年次総会」 

司会進行 幹事 中村 耕司君 

 
座長 会長 岩田 静夫君 

 
会計報告 会計 古田 嘉且君 

 

「次年度役員挨拶」 

２０２０‐２１年度 会長エレクト 長瀬 晴義君 

 
 

次年度、会長エレクトという大役を仰せつかりました

長瀬でございます。 

まさか私が会長エレクトという思いと共に、昨年の加藤

さんが会長エレクトに選任された時の言葉を思い出しま

した。正しく「青天の霹靂」です。 

ロータリーに関しては右も左も分からない、ましてや

幹事経験の無いこのような私が、会長エレクトという大

役をしっかりと果たせるのか不安でいっぱいではござい

ますが、加藤会長をはじめとする役員の皆様にはご指

導賜り、ご迷惑を掛けないよう、しっかり務めてまいりま

すので、会員の皆様にはご理解、ご協力を賜りますよう

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

２０２０‐２１年度 会長 加藤 義晴君 

 
 

次年度会長を務めさせていただく加藤です。先ほど

は次年度役員・理事の御承認をいただき、また、過日は

標準定款の変更に伴う細則・内規の改正に御同意いた

だきありがとうございました。次年度はこの細則・内規に

則った体制の初年度になります。 

御承認いただきましたように、次年度の副会長にはロ

ータリーの先輩であり、実直に物事に向き合われる富

田清孝さんを、幹事にはロータリー歴は浅いですが誠

実かつ思慮深く事案に対応される近藤道麿さんを、そし

て副幹事にはロータリー歴１５年となられる方には甚だ

失礼な役職とは思いましたが御本人の御厚志に甘え活
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動的で行動力抜群の杉本哲一さんにお願いしたところ

であります。この４人で通常のクラブ運営の執行に当た

らせていただきますが、他の役職を務めていただきます

役員・理事の方々には理事会の場はもとより適時に御

助力をいただきながらクラブの運営に当たってまいりた

いと考えております。また、新たな役職になります常任

委員長さんには理事として常任委員会内の全般にわた

って掌握していただくことになりますので、ご負担かける

ことになりますがよろしくお願いいたします。 

クラブの活動の方向性としては５５周年の後であり、

ガバナー輩出年度も終わり少々脱力感があるかもしれ

ない年度になりますが、後々、空白の１年と言われない

ようにしたいと思っております。まだ、具体性のあるメイ

ン事業の企画ができておりませんし、常任委員会内に

置く委員長さん等のお願いも進行形ですので、できるだ

け早く決めてまいりたいと考えております。皆様方には

今後とも御理解御協力を賜りますようよろしくお願い申

し上げまして挨拶とさせていただきます。 

 

２０２０‐２１年度 副会長 富田 清孝君 

 
副会長に選任して頂きありがとうございます。次の会

長は加藤義晴さんです、本当にしっかりしている方だと

いつも思っています、副会長は会長の補佐をしたり手足

となったりして活動していくものだと思っていますが、今

回は会長の邪魔にならないようにやっていきたいとおも

っています、どうか宜しくお願いします。 

 

２０２０‐２１年度 幹事 近藤 道麿君 

 

  この度、次年度幹事を仰せつかりました近藤道麿で

す。髪は白くなり、薄くなり、年齢ばかり重ねております

が、全くの若輩者です。古田さんの推薦で江南ロータリ

ークラブに入会を許されましたのは平成２８年３月のこと。

現在、ロータリー歴は３年と９ヶ月です。 

幹事のお話をいただいた時、ロータリークラブについ

てまだよく理解していないのに大丈夫だろうか、ご迷惑

をおかけするのではないだろうかと思いました。本当に

悩みましたが、お受けすることになりました。引き受けた

からには、ロータリークラブのことを勉強して少しでもお

役に立てるように努力していこうと思っております。 

次年度の会長さんは加藤さん。加藤会長エレクトは、皆

さんご存じのように、高い見識を持った方で、私は入会

当初より尊敬している方であります。その下で、一緒に

ロータリークラブのお仕事ができるというのは、本当に

ありがたいことだと思っています。よい機会を与えてい

ただいたと感謝している次第です。 

入会した頃、イニシエーションスピーチで『人には「い

い人」と「いけない人」がいる』というお話をしました。私

は「いい人」ではなく「いけない人」でありたいと申し上げ

ました。「いい人」というのは前に言葉がついて「いた方

がいい人」、「いてもいなくてもいい人」、「いない方がい

い人」。この中で一番いい人は「いた方がいい人」「いて

くれた方がいい人」ですよね。そのように皆さんから思

われる存在でありたいです。 

でも、最もいい人は「いけない人」なんですね。「いな

ければいけない人」「いてもらわなければいけない人」で

す。「いけない人」というのは皆さんから必要とされる存

在です。 

歴代の幹事さんのお仕事ぶりを拝見すると、やはり

「いなければいけない人」「いけない人」です。私もこれ

から努力して「いけない」幹事を目指していこうと思って

います。 

幹事をこれから務めるに当たって、ウェブ上のマイロ

ータリーを開き、クラブ幹事の責務を見てみました。まあ、

沢山のことが書いてあること。今回の江南ロータリーク

ラブの細則にも事細かく幹事の任務が箇条書きで示さ

れています。とにかく、クラブ運営が円滑に進められる

ように、陰となり日向となって奉仕していきたいと思いま

す。 

皆様にはご迷惑をおかけすることもあるかと思います

が、一生懸命務めて参りますので、よろしくご指導・ご鞭

撻賜りますようお願いいたします。 
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２０２０‐２１年度 副幹事 杦本 哲一君 

 
次年度副幹事に御指名頂きました杦本です。よろしく

お願い致します。 

２００５年（平成１７年）６月２日 故冨永正明氏のご紹介

で入会させて頂きました。 

２０１９－２０年度は ＲＩの「２０１９年国際ロータリー規

定審議会で採択された制定について」が決定されまし

た。 

 これは３年に一度開催されるロータリーの立法機関、

国際ロータリー規定審議会（４月１４日～１８日の５日間、

シカゴ開催）において「クラブと地区に関連する重要な

変更」が決定されましたものです。この重大な変更は２

０１９年７月１日から有効となっており 今後この激震と

もいえる変革の影響、その余震が次年度予測される重

大な年度と考えております。 

また、次年度は地区で新たに設置される予定の「地区

防災委員会」の準備委員として出向と重なっております。

この委員会の最終目標は 事業継続計画（Business 

continuity planning, BCP），つまり、災害などの緊急事

態発生時、企業の損害を最小限に抑え、事業の継続や

復旧を図るための計画で、会員数４，９００名を超える２

７６０地区全会員だけでなく 本地区外とも連携を要す

る立案業務にあたります。 

私議、次年度 微力ながらも加藤年度を縁の下で支え

たく 何卒皆様方の御知恵、御経験をお聞かせくださ

い。 

御指導御鞭撻よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

※卓話 YouTube動画 

今年度からＨＰでの公開のみとしています。 

詳しくは、広報まで連絡ください。 

 

点 鐘                   会長  岩田 静夫君 

 

 

 

 

 

 

 

地区だより 

１２月７日に、名鉄グランドホテルにて２７６０地区ガバ

ナー補佐会議が開催されました。江南ロータリークラブ

より、伊藤靖祐ガバナー、岩井正彦君、倉知正憲君はじ

め多数のメンバーが参加されました。 

皆様お疲れ様でした。 

 
 

１２月１４日にホテルキャッスルプラザで、米山奨学生学

友合同忘年会が開催され、江南ロータリークラブより、

伊藤靖祐ガバナー、山田猛君、岩田会長、中村幹事が

参加され、サマンサさんを始めとした奨学生とともに、楽

しいひとときを過ごされました。 

 
 

 
 

(担当 濱島 聡一朗) 


