
 
  
 

 

 
 
 
 2011-2012 RI ﾃｰﾏ 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●ＮＯ．507 2011/7 第 3 例会●
 

テ－マ  『 Let’s Enjoy Ｒotary 』 
 

●創立日：Ｓ33 年 1 月 10 日  ●ＲＩ加盟認証日：Ｓ33 年 2 月 6日          
●会 長：沓名俊裕 ●会長エレクト：大見 宏 ●副会長：石川 博 ●幹 事：永谷文人 
●クラブ会報：神谷 研  寺田孝司  恒川憲一 
●例会日：毎週金曜日 12：30〜13：30 ●例会場：碧海信用金庫本店３Ｆ／安城市御幸本町 15-1 
●TEL：0566 - 75 – 8866 ●FAX：0566 -74- 5678  
●Email：anjo-rc19580206@katch.ne.jp ●HP：http://www.anjo-rc.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2648 回例会 
2011 年 7 月 15 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：成田孝則君 
ソング：「それでこそロ－タリ－」 
卓上花：トラノウガ－ベラ 
ゲスト：なし  ﾋﾞｼﾞﾀ-：なし 
 

出席報告 
会員 56 名 出席義務者 43 名 出席 36 名 欠席 7 名 
出席率 85.45％ 修正出席率 7月 1 日 98.14％ 
 

会長挨拶 
（連絡事項） 
７月１８日はｲﾝﾀ-ｱｸﾄ年次大会を当クラブがホストＲＣとし

て開催しますので、全員参加でご協力ください。 
東日本復興支援のため、副会長石川博君が、石巻市長を表敬

訪問し、安城ＲＣ名入りのテントと内輪を寄贈してきてくれま

した。 
各種同好会が始動し、ランチ同好会と写真同好会の案内が配

布されました。大いに参加し友達作りをしてください。 
ホームページに、安城ＲＣ５０年間の月報が「会員専用サイ

ト」内の「資料一覧」に掲載されました。この資料は 50 周年

の折に、石川博君が全ペ－ジ約 2000 ペ－ジをスキャナ－で読

み込みＣＤを制作してくれたお陰でここに掲載できました。 
（あいさつ） 
「企業はお客様のためにある。企業は株主のためでもない。

社員のためでもない。まして社長のためでもない。」この言葉

はユニクロの柳井社長の言葉です。 
 

 
 
 
 
 
 
 

今月のお祝い   ２０１０～２０１１年度皆出席者名簿 

原田慶三郎君（41 年）杉浦實君（34 年）加賀昭成君（31 年）横田秋三朗君（28 年）加藤弘君（27 年）成瀬介宣君（22 年）

竹内通裕君（20 年）細井英治君（20 年） 
清水正幸君（17 年）沓名俊裕君（16 年）大嶽岩雄君（13 年）永谷文人君（13 年）杉本汎平君（12 年）石川博君（11 年） 
横山真喜男君（9 年）石川義典君（7 年）小野内宣行君（7 年）神谷研君（6 年）戸谷央君（6 年） 
奥田法行君（5 年）藤井英樹君（4 年）深津正則君（4 年） 
寺部曉君（2 年）市川護君（2 年）山口研君（2 年）内藤教恵君（2 年）杉山淳一君（1 年）   【年数は皆出席の回数です】 

 

ユニクロ（㈱ファ－ストリテ－リング）は、1994 年広島

証券取引所に上場、1998 年「フリ－ス」2007 年「ヒ－トテ

ック」を開発し、2010 年 8 月期売上高 8,148 億円、経常利

益 1,237 億円、株式時価総額 1 兆 4,400 億円の会社に急成長

しています。 
柳井氏は東日本大震災義援金に 10 億円寄付されました。 

ユニクロは、小売業で１４％の経常利益を計上しており、

このような企業はなかなか少ないと言えます。また、ユニク

ロは市場に需要はあるがまだ商品化されていないものを供

給し、新しい需要を掘り起こしています。１勝９敗、スポク

ロ、ファミクロは半年で撤退、野菜販売事業は２年で撤退し

ています。儲からない商売は失敗という考えです。収益があ

るからこそ社員の生活を保障できる。収益があるからこそ、

新規出店も株主配当もできる。失敗したら早く撤退し、早く

次の手を打つ。そして正しく儲ける。 
利益あるからこそ社会貢献ができます。 
そこで〆の言葉は、「ロータリークラブは社会貢献。」 
以上です。 

 

幹事報告 
＊本日例会終了後インターアクトクラブ年次大会打合せを

行います。 

＊皆出席報告。 

＊上半期会費・ゴルフ部会会費の納入をお願いします。 

＊８月５日(金)→４日(木)  ガバナー補佐訪問 

★安城七夕まつりにより例会変更いたしました。要注意!! 

 

mailto:anjo-rc19580206@katch.ne.jp
http://www.anjo-rc.org/


 
お祝い 

・会長 沓名俊裕君  幹事 永谷文人君 
 ２０１０～２０１１年度皆出席者表彰 

（受賞者別欄掲載）

委員会報告 
・ＩＡＣ実行委員会   竹内 IAT 実行委員長 
 ７月１８日に開催するｲﾝﾀ-ｱｸﾄ年次大会のお願い。 
・ランチの会  山口研君  開催案内。 
・ゴルフ部会  成瀬介宣君  
トロフィーを沓名会長が 
寄贈されました。  
大会案内。 

・雑誌委員会  冨岡里美君 
 ロ－タリ－の友（2011/7 月号）の内容紹介。 

 
ニコボックス報告 

・メッセ－ジ紹介  藤井英樹君 
 

卓 話 
クラブフォ－ラム   ・テ－マ 事業計画発表 

職業分類委員会  委員長 奥田法行君 

 当委員会は、職業分類を考えるとき、社会情勢の変化

により、既存の職業･事業内容の変化していることを忘

れてはなりません。新しい職業分類を考え、時代あった

分類をこころがけ、会員増強委員会・会員選考委員会及

び理事会との連携をとりながら、柔軟かつ適正な職業分

類を行い、よりよい人材の入会をめざし、当クラブが質

の高いクラブとなるよう活動していきたいと思います。

委員（副)寺部曉 

 

親睦活動委員会  委員長 横山真喜男君  

（発表：杉山淳一君） 

本年度の沓名会長の方針の第一は、「会員７０名目標」

とあります。また、「楽しいクラブ運営」も重要な方針

のひとつとなっております。委員会としてこの会長方針

を達成すべく会員の親睦が深まるよう全力をあげてい

く所存であります。 

・特命実施事項 会員拡大１名以上 

・通常委員会事業 

① 七夕例会 ② 会員家族親睦会 ③ 年末家族

親睦会 ④ 夜間例会 

・その他の運営事業等 

①ビジターの歓迎・接待 ② お祝事・セレモニー

の運営 ③ ゴルフ部会への協力 

委員（副）杉山淳一君・磯貝廣治君・青山竜也君 

会員選考委員会  委員長 都築雅人君 

 クラブ細則第８条と第 11 条の規程に則り、職業分類

委員会や会員増強委員会と連携して、新入会員選考を行

っていきます。出席義務と会費納入義務を果たせるか、

職業を通じた社会的責任を果たす意志があるかどうか、

社会奉仕活動に関心があるかどうかなどを鑑みます。 

委員（副）野村繁雄君・横田秋三郎君 

 
プログラム委員会  委員長 鳥居博行君 

 （発表：幹事 永谷文人君）

本年度は、沓名会長の方針が｢Let's Enjoy ROTARY｣と

のことですから、それを考えプログラムを考えていきた

いと思います。ロータリーの１年を通して、興味深く活

気ある卓話をお届けできるよう、皆様にご指導頂き委員

会メンバーで努力していきたいと思います。 

委員（副）浦田士郎君・原田慶三郎君 

 
会員増強委員会  委員長 石川義典君  

 今年度の沓名会長は安城ロータリーのメンバー数が

70 名ぐらいが、一番バランスがとれ、会務運営上快適だ

と言っておられます。ロータリーの事業や活動を行うの

に少なすぎず、組織としてまた会員相互のコミュニケー

ションをはかるには多すぎない数であると思われます。

 現在安城ロータリーの会員数は 60 名を下回り尚も減

少傾向にあります。本年度は会員数 70 名を目標に全 17

委員会で各1名入会していただける方を推薦いただく手

法を沓名会長は提案されておられます。当委員会として

は委員長の皆様がご推薦いただいた方がスムーズに入

会いただける様サポートしていきたいと思っておりま

す。また各委員長の皆様が新しく入会していただける方

達をご推薦していただけるような情報の提供や環境づ

くりを心掛けていきたいと考えています。会員増強は全

メンバーの義務でもあります。委員長のみならず全会員

の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

委員 (副) 清水正幸君 

 
広報委員会  委員長 小林逸朗君 

 広報委員会の役割はロータリークラブとはどのよう

な団体であり、どのような活動をしているかを一般の

人々に情報を提供することにあります。 

このため報道機関や行政機関の協力をいただき広報

活動に努めてまいります。図書館へのロ－タリ－の友の

寄贈や中部経済新聞社「私のロ－タリ－」への投稿は、

続けてまいります。また、本年度は当クラブのホ－ムペ

－ジが開設できましたので、ホ－ムペ－ジを活用し当ク



 
ラブの活動内容を紹介してまいります。 

委員 (副) 川合昭道君 

 
ニコボックス委員会  委員長 戸谷央君  

 本年度のニコボックス委員会は、会長方針の「Let’s 

Enjoy ROTARY」をテーマとして、会員の皆様からいただ

いたメッセージを心を込めて読み上げさせていただき、

例会場が明るく楽しい雰囲気になるように努力いたし

ます。 

本年度は、本会計として予算を計上しておりますの

で、会員の皆様に数多くの話題を提供していただき、予

算額を達成できるよう努力していきたいと思います。 

また、ガバナー補佐・会員増強への支援も合わせて努

めてまいります。 

ニコボックスは世界中の人を幸せにします。皆様のご

協力、よろしくお願いいたします。 

 委員 (副) 藤井英樹君・近藤裕保君 

 
会報委員会＆IT 委員会  委員長 神谷研君 

会報委員会 

① 会報は、月報として発行しておりました（昭和 43

年 7 月以来 44 年）長年の歴史に幕を閉じ、本年度

から週報に発行形態を変更しました。 

記録という側面から、記録＋新聞という側面に機能

が変わり、例会を欠席した会員でも、次回例会まで

には前回の例会内容が分かっていただき、例会に出

てきていただけるようにしていきます。 

② 原稿提出のお願い 

金曜日が例会で、どんなに遅くとも翌木曜日には週

報を掲載しなければなりません。原稿の事前提出に

ご協力ください。原稿は挨拶・発表・卓話等をされ

る例会の前週までに、事務局に WORD ファイル（無

理なら手書きまたはメモでも可）で、提出（メ－ル）

していただきたくお願いいたします。 

IT 委員会 

① ホームページを管理します。 

② ホームページの見方を紹介します。 

③ ホームページの活用をお手伝いします。各委員会で

ぜひ活用してください。 

(1)広報 （2）情報 （3）コミュニケ－ション 

(4)記録  

安城 RC の紹介、週報の掲載、例会・年間行事予定

の案内、メ－キャップ情報、同好会案内、会員の発

言の場（私は思う）、貴重な記録（過去月報・事業

報告・定款細則などの掲載（資料一覧） 

④ お願い 相互リンクを貼ってください。（安城 RCHP

⇔ 会員 HP、地区 UP） 検索速度が上がります。

委員（副）寺田孝司君・恒川憲一君 

 

【ホームペ－ジの内容・活用方法の紹介】 
 ホームページの中に掲載された安城ＲＣ５０年間の

「月報」の検索方法を紹介しました。 
ホームページのトップペ－ジの右上の「会員専用サイ

ト」をクリック⇒画面右上内の「資料一覧」⇒展開希望

の月報をクリック⇒画面を下へ希望の月報頁まで進む 

 
 

 
 

 




