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２０２２年（令和４年） １２月１５日  (木 ) 晴れ 第２７４８回（当年度第１７回）例会  
                  

点 鐘                 会長  冨永 典夫君 

司 会                 ＳＡＡ  片平 博己君 

ロータリーソング斉唱            「我らの生業」 

四つのテスト唱和              山﨑 博征君

－ 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  冨永 典夫君 

 
１２月１１日の年忘れ家族会には大勢の方に参加い

ただきまして誠にありがとうございました。波多野委員

長はじめとする親睦活動委員会の皆様には感謝申し

上げます。会員のお孫さんやお子さん方が会の盛り上

げに貢献して頂きました。お連れ頂いた会員のみなさ

まにもお礼申し上げます。また、猪子会員のお嬢様に

も、素晴らしいひと時をありがとうございました。 

本日は、今年最後の例会で年次総会でございます。

ロータリーにおいては標準クラブ定款が規定するように、

「理事会がクラブの決定機関」です。一般の常識では、

総会が最終決定機関ですが、ロータリーにおいてはこ

の形を採用せず、理事会を最終決定機関としています。

会員は理事を選出することをしますが、理事会での議

決には参加できません。つまり、クラブ会員はクラブ運

営の決定を理事会に委ねているのです。 尚、理事会

の決定を覆すには、「クラブに提訴するしか方法がない」

と規定されています。 

ところで、クラブ定款は年次総会の規定を設けてい

ます。但し、この年次総会は、次年度の役員及び理事

の選挙を行うためのものに限定されています。つまり、

指名委員会によって会長ノミニーを指名し、また、会長

エレクトは次年度の役員及び理事を指名し、この指名

に基づいて年次総会で次年度の役員及び理事を承認

するのです。そして、「承認された役員及び理事が理事

会を構成する」ものとされています。つまり、次年度の

役員及び理事を承認する時においてのみ総会の存在

価値があるのです。 

総会の役割はここまでで、一旦、役員及び理事が選

出されれば、そのあとの議決は全て理事会の議決に従

うこととなります。理事を理事会で承認するわけにはい

きませんので、総会で理事を承認すると規定したもの

です。年度当初もたもただった私が言うのも何なんです

が、次年度役員、理事の方にはクラブの最終決定機関

との自覚をもって活躍されればと思っています。私も残

りの半分をしっかり取り組んでまいります。 

皆様には、来年も健康で良い年を迎えますよう祈念

申し上げます。 

 

米山功労者表彰   第１回米山功労者 沢田 昌久君 
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第２回マルチプル 加藤 義晴君 

 
 

第６回マルチプル 倉知 正憲君 

 
  

幹事報告  -別紙-          幹事 岩田 進市君 

 

出席報告                委員  木本 寛君 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

４６名 ３２名 １４名 ７８．０５％ 

 

ニコボックス                委員  木本 寛君 

〇年次総会、次年度理事役員選出、よろしくお願い致し

ます。 

冨永 典夫、南村 朋幸、岩田 進市、駒田 洋平 

各君 

〇誕生日ありがとうございます。 

伊藤 かねこ君 

〇R.I.D２７６０ ２０２２-２３年度 

   年次総会 次年度理事・役員選出 

   よろしくお願い致します。 

伊藤 鶴𠮷、倉知 正憲、庄田 元久、古田 嘉且 

杉浦 賢二、沢田 昌久、岩田 静夫、長瀬 晴義 

波多野 智章、中村 耕司、富田 清孝、加藤 義晴 

木本 寛、近藤 道麿、三輪 慎一郎 

各君 

 

  

年次総会              司会  岩田 進市君 

 
 

議長  冨永 典夫君 

 
 

次年度役員挨拶 

２０２３－２４年度 会長エレクト 南村 朋幸君 

 
この度、次年度会長エレクトとしてご承認賜り誠にあ

りがとうございます。 

改めてその重責に身の引き締まる思いをひしひしと

感じております。 

入会して１５年ほど経ちますが、まだまだ、私自身学

ばなければならない部分たくさんあります。 

次年度は富田会長のもと、エレクトという立場でしっ

かり勉強させて頂き、人間で言えば丁度還暦にあたる

６０周年に向けた準備も含め、充実した富田年度となる

よう務めて参る所存でございます。 
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皆様にも変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げる

と共に、特に敬愛する先輩諸兄には、今まで通り叱咤

叱咤賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせ

て頂きます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

２０２３－２４年度 会長 富田 清孝君 

 
次年度役員、理事を承認して頂きまして誠にありが

とうございます。次年度につきましては次の三つのこと

を中心に活動をして行きたいと思っています。 

 

① より楽しく   ② より温かく   ③ より活発に 

   

① より楽しくするためには毎回の例会が楽しくなけれ

ばならないと思います。ＢＧＭを見直し雰囲気を変えた

り、椅子の並びを変えて話が弾むようにしたり、魅力的

な卓話等を検討してゆきたいと思います。 

また家族例会、家族旅行会につきましては楽しく親

睦が深まるように親睦活動委員会の委員長と計画して

ゆきたいと思います。 

また同好会の活動がより盛んになるようにクラブとし

て推奨してゆきたいと思っています。 

②  より温かくとは、例えば新入会員が入った時、ベテ

ラン会員と話す機会が多くなるような場を設けるとか、

温かい雰囲気にしてゆきたいと思います。 

③ より活発にとは、このクラブの活性化と言うことです

が、これは会員の数が多くなることが最も効果的だと思

うのですが、クラブとして年会費も多くなり人員の配置

も楽になりますし、やれることが増えると思います。会

員の増強に力を入れて行きたいと思います。 

 

 以上の他、次年度につきましては交換留学生のこと

もあります。引き受けてもらう高校は決まりましたが、そ

れ以外は何も分かりません。地区と連絡をとりあってか

かわり方を模索してゆきます。 

 また補助金事業につきましては、子供食堂の支援を

してゆきたいと思っています。今年度に行っているので

二番煎じかと思われるかもしれませんが、今本当に必

要なことだと思っています。 

次年度につきましては６０周年次々年度につながる

年です、盛り上げていい状態でつなげて行きたいと思

います。 

２０２３－２４年度 副会長 波多野 智章君 

 
次年度副会長を務めさせていただくことになりました

波多野智章です。 

まずはご承認をいただき有難うございました。微力で

はございますが、次年度富田会長を木本幹事、三輪副

幹事と共に支えていきたいと思いますので宜しくお願い

します。 

また改めて先日の年忘れ家族会に於きましては多く

のメンバー、又ご家族の皆様に出席いただき有難うご

ざいました。会を準備していく中で感じたことは、今回２

度目の親睦委員長でしたが、前回の８年前と比べると

会の企画や内容以前に本当に開催出来るのか、又開

催しても良いのかが一番悩んだ点でした。皆さま方の

ご理解、ご協力のもと実際に会が開催出来、気を使い

ながらも歓談されている様子を拝見し、リアルに集い親

睦することの大切さを改めて感じました。 

新型コロナウイルスの発生前までは普通に出来てい

たことが、このロータリークラブの活動に於いても、まだ

まだ制限が残っています。 

次年度が始まる時点では、それらの制限がすべて無

くなっていることを願っていますが、その時々の状況を

踏まえ、より江南クラブらしい運営が出来る一助になれ

るよう、副会長として務めていきたいと思います。 

次年度１年間お世話になりますが、ご指導ご鞭撻の

ほど宜しくお願い申し上げます。 

 

２０２３－２４年度 幹事 木本 寛君 

 
この度、２０２３－２０２４年度、江南ロータリークラブ

の幹事職をお預かりすることとなりました木本寛でござ
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います。 

入会年度が東日本大震災の翌年２０１２年、ちょうど

１０年目を迎えます。そのような中で在籍１０年という節

目にクラブの幹事を担わせて頂くことにつき、感謝して

おります。 

次期富田会長をサポートし、富田会長が掲げられる

クラブテーマを推進し、皆様と共に江南ロータリークラ

ブ５９年間の歩みを振り返り、次年度の６０周年を迎え

られるよう引き継ぎ、これからのクラブのあり方を方向

付けされるように精一杯尽力してまいる所存です。 

皆様のご指導ご鞭撻をいただきながら１年間頑張り

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２０２３－２４年度 副幹事 三輪 慎一郎君 

 
次年度、副幹事を務めさせて頂くことになりました、

三輪慎一郎です。よろしくお願いいたします。 

２０２０年１月に入会し、まもなく３年となりますが、ち

ょうどコロナの流行と重なり、多くの例会や事業が中止

となり、未だ経験していない事もたくさんあります。また、

ロータリーについても勉強不足で知らない事も多々あり

ますが、役を受けたからには責任をもって、その役割を

全うしていきたいと思っています。 

副幹事の役割としては、「幹事を補佐し、幹事不在の

ときはその任務を代行する。」という事ですが、「幹事の

補佐」に関してはご指示いただいた役割を一生懸命努

めていきたいと思いますが、「幹事の任務の代行」とい

う部分については、能力及び経験不足の私には非常に

荷が重いので、木本幹事にはご自愛を頂き、体調を崩

されないように、突発的な用事が入らないように願って

おります。 

そして、私自身も一年間健康に留意し、皆様のお役

に立てるよう頑張ってまいります。どうぞよろしくお願い

致します。 

 

点 鐘                会長  冨永 典夫君 

 

 

 

 

 

 

 

本日の食事 

 
 

 

会報掲示板 

 
 

 
 

写真等がございましたら会報までお知らせください 

（担当 尾関 育良・横山 史明） 

 

 

 

 

 

Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹの登録はこちら 
※初めての方は 

アカウントを作成してください。 

※アカウントがある方は 

 ログインしてご覧ください。 

ROTARY ２７６０ 

アプリダウンロードはこちら 


