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２０２１年（令和３年） ３月４日  (木 )  曇り 第２６９６回（当年度第 1７回）例会  
 

            
＊例会開会に先立ち、ご逝去されました故稲波八良君

のご冥福をお祈りするため全員で黙祷を捧げました。 

 

点 鐘                    加藤 義晴君 

司 会             ＳＡＡ    倉知 正憲君 

ロータリーソング斉唱           「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和              岩田 進市君 

－ 言行はそれに照らしてから － 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めか 

４．みんなのためになるかどうか 

ゲスト及びビジター紹介   

 

学校法人 愛知江南学園 誠信高等学校 

女子バレーボール部 監督 中村 与直様  

部員 三留 汐利様  

部員 岩島 由佳様                  

ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

貴重な卓話をありがとうございました。 

春高バレー大会全国ベスト８おめでとうございます！ 

感動しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人 愛知江南学園 誠信高等学校 

教諭 栗本 悠矢様 

ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

 

米山奨学生 カリモフ ムスリムジョン君 

ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

米山奨学生お疲れ様でした。 

またご結婚おめでとうございます！ 
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会長挨拶                     会長 加藤 義晴君 

 
 

こんにちは！１月７日以来の例会開催となりました。

４回の例会取消となりましたが、この間に最年長会員で

あられた稲波八良君がご逝去されました。心よりご冥福

をお祈りいたします。御遺族からは通夜、告別式に多く

の会員に御参列いただいたこと、そして何よりご本人が

最後までロータリー会員でいたいと強く希望しておられ

たことが成就できたことを会員の皆様によろしくお伝えく

ださいと感謝のお言葉をお預かりしておりました。また、

御遺族からはニコボックスに多額の寄与をいただきまし

たことをご報告させていただきます。 

当クラブのこの間の活動状況でありますが、理事会

は１月７日、２月４日に開催、第５回クラブ協議会は１月

２１日付けで書面開催などがございました。会員増強に

つきましても新入会員候補 2 名の手続を進めていただ

いております。 

一方、６月の台北での国際大会はバーチャル開催と

なりました。参加方法等は今後案内がありますのでよろ

しくお願いいたします。次年度はアメリカのヒューストン

で開催予定となっております。 

さて、米山奨学生のカリモフ・ムスリム・ジョン君とは３

月で終了となります。昨年４月からの１年間でしたが来

日が１０月となり、実際に交流する期間は僅かでしたが、

ジョン君はこの間に結婚、４月にはパパになられるとの

ことで心よりお祝い申し上げますとともに一層研鑽を積

まれ目標のノーベル賞受賞、ウズベキスタン大統領に

就任されることを期待する次第です。なお、４月からは

山田猛君がカウンセラーで新たにタイの女性を受け入

れることになっておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

次に、２５日の例会は STSで日銀名古屋支店長の卓

話ですが卓話者から名簿の提出などご要望もあり出席

は会員及び会員予定者に限定させていただきたいと思

います。また、４月２２日に予定しておりました曼陀羅寺

夜間例会につきましては江南藤まつりが中止になり食

事も出来ません。どのようにするかは改めてご連絡いた

します。 

今日の卓話は永田会員増強常任委員長の予定で準

備をしていただいておりましたが、急遽変更させていた

だき１月の春高バレーで皆様方に応援していただきまし

た誠信高校女子バレーボール部中村監督他に卓話し

ていただく事にさせていただきました。 

愛知県では新型コロナの緊急事態宣言は解除されま

したが、まだまだ油断できません。皆様方にはくれぐれ

もご留意いただきたいと願っております。 

それでは今日もよろしくお願いいたします。 

 
委嘱状伝達                     

 
伊藤 靖祐君（地区諮問委員会/委員    

地区指名委員会/副委員長          

拡大委員会/委員 地区研修・協議会企画委

員会/委員 ＷＦＦ実行委員会/アドバイザー） 

 

古田 嘉且君（危機管理委員会/委員    

研修実行委員会/委員長             

ＷＦＦ実行委員会/委員） 

 

南村 朋幸君（防災対策委員会/副委員長    

地区財務委員会/副委員長）            

 

山田 猛君（資金管理委員会/委員） 

 

片平 博己君（社会奉仕委員会/委員） 

  

杦本 哲一君（防災対策委員会/委員） 

 

みなさま宜しくお願いします。 

 

 

 

 

米山奨学金授与 
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米山奨学生 カリモフ ムスリムジョン君 

カリモフ ムスリムジョン君の例会出席は今回が最後で

した。 

これからのご活躍をお祈りします。 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  近藤 道麿君 

 

出席報告               委員  岩田 進市君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４４名 ３５名  ９名 ８７．５％ 

 

祝福     親睦活動委員会 委員長 濱島聡一朗君 

 
金婚式 庄田 元久君 

おめでとうございます 

 

 
喜寿 尾関 憲市君・古稀 川崎 良一君 

還暦 片平 博己君・初老 尾関 育良君 

みなさま、おめでとうございます 

 

ニコボックス               委員  岩田 進市君 

○学校法人 愛知江南学園 誠信高等学校 春高バレ

ー全国ベスト８おめでとうございます。女子バレーボー

ル部監督 中村与直様 栗本 悠矢様 部員 三留 汐

利様 部員 岩島 由佳様ようこそ江南ロータリークラブ

へ。 本日の卓話宜しくお願いします。 米山奨学生 カ

リモフ ムスリムジョン君、今後のご活躍を楽しみにして

おります。 

加藤 義晴、富田 清孝、近藤 道麿、杦本 哲一、  

各君 

○なんとか喜寿を向向かえる事が出来ました。誠信高、

中村監督、本日の卓話楽しみにしております。 

尾関 憲市君 

○ジョン君、最後の例会楽しんでください。 

              杉浦 賢二君  

○「還暦のお祝い」をいただきありがとうございます。 

片平 博己君                      

○卓話で誠信高校女子バレーボール部監督他が話さ

せていただきます。よろしくお願いします。              

加藤 義晴君                  

○中村です。この度、代理店の屋号を変更しました。

「LR パートナーズ」を改め、「EiT（イート）保険アライアン

ス」になりました。東京海上日動の一社専属代理店から、

主要１５社の保険をご案内できる代理店に組織変更し

ました。今年で５１歳になり、あと１０年くらいは、今のま

んまのらりくらり
・ ・ ・ ・ ・ ・

して引退しても良かったのですが、もう

ひと踏ん張りしようと決意しました。法人名は「LR 株式

会社」のまま変更ありません。飲み会の領収書は「LR

株式会社」名で作成してくださいね。 

中村 耕司君 

○誠信高校女子バレー部メンバー、中村監督春高バレ

ー全国ベスト８おめでとう！ 

○米山奨学生カリモフ君、勉学に励んでください。さよう

なら！ 

伊藤 鶴𠮷、倉知 正憲、尾関 憲市、松岡 一成、 

庄田 元久、冨永 典夫、伊藤 靖祐、沢田 昌久、   

岩田 静夫、長瀬 晴義、南村 朋幸、波多野 智章、 

木本 寛、尾関 育良、濱島 聡一朗、岩田 進市、各君 

 

   

卓 話 

 
学校法人 愛知江南学園 誠信高等学校 

女子バレーボール部監督 中村
なかむら

与
よ

直
しき

様他 
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点 鐘                 会長 加藤 義晴君 

写真等がございましたら広報までお知らせ下さい 

(担当 早川 一三) 
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