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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 2646 回例会 
2011 年 7 月 1 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：成田孝則君 
ソング：「君が代」、「奉仕の理想」 
卓上花：桔梗 
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 38 名 欠席 5名 
出席率 90.90％ 修正出席率：6月 17 日 90.90％ 
 

バッジ伝達・記念楯贈呈 
会長バッジ伝達 直前会長大嶽岩雄君から沓名俊裕君へ 
記念楯贈呈 直前会長大嶽岩雄君と直前幹事奥田法行君へ 

新入会員入会式 
青山竜也君（推薦者：石原昭君） 
＊デリバティブの投資アドバイザ－をしています。 
新田高広君（推薦者：竹内通裕君） 

＊東海東京証券で２１年間営業職一本です。単身赴任です。 

恒川憲一君（推薦者：細井英治君） 

＊広告企画制作。安城 RC の５０周年の提案ＤＶＤを製作。 

歓迎あいさつ 杉山親睦活動副委員長 

会長挨拶      沓名俊裕君 
会長就任に当たり、「遊戯三昧（ゆげざんまい）」という言葉

を紹介します。この「遊戯三昧」とは、「楽しむことをするの

でなく、することを楽しむ」という意味です。 
この言葉は、プロテニスプレ－ヤ－杉山愛さんの座右の銘で

す。彼女とはアテネオリンピックの時、偶然にもホテルが同じ

で、試合出場直前にロビ－でお会いしたのがきっかけで、この

言葉は彼女のスランプから習得したすばらしい言葉と知りま

した。 
この言葉にあやかり、私は、会長方針を、「Let’s Enjoy Rotary

－楽しいロ－タリ－をするのでなく、ロ－タリ－を楽しむ－」

としました。１年間、大いにロータリ－を楽しみましょう。 

 
 
 
 

今月のお祝い 
①新入会員 青山竜也君、新田高広君、恒川憲一君 

②会員誕生祝 横山真喜男君（7/24）、小林逸朗君（7/28） 

③婦人誕生祝 深津啓子様、野村みと子様、沓名真裕美様、藤井勝世様、神谷布佐子様 

 

同好会支援金贈呈 
同好会発足に当たり支援金を贈呈。 
同好会運営三原則  
①来る者拒まず ②友達も取り込もう ③割り勘 
ワインの会  代表世話人：丸山光夫君 
俳句同好会  代表世話人：神谷明文君 
観劇同好会  代表世話人：細井英治君 
ランチ同好会 代表世話人：山口 研君 
写真同好会  代表世話人：勝見乙平君 

幹事報告 
＊本年度会費納入を 7月中にお願いします。 

＊大嶽年度の報告書の原稿提出をお願いします。 

＊8/5（金）の七夕例会は、8/4（木）に変更。要注意です。

＊7/18（月・祝）ｲｱﾝﾀ-ｱｸﾄ年次大会が安城ＲＣホストで実施。

委員会報告 
親睦活動委員会 杉山淳一君 
＊会員誕生祝と婦人誕生祝 
 

卓 話 
クラブフォ－ラム  ・テーマ 事業計画発表 
会長 沓名俊裕君 

本年度、会長を務めさせて頂く事となりました沓名俊裕で

す。安城ＲＣ発展のために、会員の皆様の有意義なロータリ

ークラブになる様精一杯努力したいと考えております。 
今年度は対外事業が多い年です。7 月１８日、インターアク

ト年次大会がホスト安城ＲＣで行います。15 校のインター

アクト事業発表があります。 
本年度は細井英治ガバナー補佐を輩出しており、ゴルフ大会

（11 月 23 日）、インターシティミーティング（2012 年 2 月

19 日）があります。次年度の地区大会の準備も始まります。
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また、対外的奉仕活動が活発であり各委員会で、東日

本大震災支援、学校への職業案内、安城市との緑化協力、

安城から海外への支援、児童虐待対策、とかなりの奉仕

活動を予定しています。 
クラブ運営にも変化がありました。１、同好会設立、

２、ホームページ作成、３、月報から週報へ、４、会場

設営の依託、等があります。加えて最重要事項は会員増

強です。目標７０名に設定し各委員会で 1 名の会員を入

れてもらおうと思っております。 
時代の変化はＲＣにも大きな波が押し寄せてきてお

り、商店、企業のオーナーで入会する人は少なくなり、

新たなＲＣ会員は女性、若者、会社員と今までに開拓さ

れてない人達を取り込む必要があると考えます。 
 

会長エレクト 大見宏君 
 本年度沓名俊裕会長は、既に積極的かつ精力的に、各

種事業に取組んでおられます。私も 1 年間会長を支えな

がら次年度に向けた勉強をさせていただきます。 
 
副会長 石川博君 
 沓名会長の会長方針を実行できるように、クラブ奉仕

12 委員会が各々の委員会活動を十分発揮できるよう尽

力したい。 
 東日本復興支援については、明日石巻市へテントを２

張贈呈してきます。また、女川町で 1,000 食の炊き出し

を行ってきます。 
 
幹事 永谷文人君 
 沓名会長の会長方針「Let’s Enjoy Rotary」を実践で

きるように、また、「同好会」活動がスム－ズに運営さ

れるように、サポ－トしていきます。 
 
会計 丸山光夫君 
 本年度は各種事業があり、会計が逼迫することが予想

されますが、財務情報の正確な記録に努めてまいりま

す。 
 
ＳＡＡ 竹内通裕君 
 本年度は事業が多く例会運営も大変でしょうが、会場

委員会の方々とよく相談し、楽しい例会が行えるように

努力してまいります。 
 
ガバナ－補佐 細井英治君 
 松前憲典ガバナ－は、地区テ－マに「会員増強とクラ

ブの活性化」の 2 項目の年度方針を掲げられました。 

 この方針に基づき、分区内９クラブ相互の情報交換を

図り、連携を強めるようにクラブの皆様のご協力を得な

がら、ガバナ－補佐のテ－マとして「友達をつくろう」

の方針を掲げさせていただき善き方向を見出すべく努

力をしてまいりたいと思います。 
 2011 年 11 月 23 日（祝）には、葵カントリ－クラブ

にてガバナ－補佐杯ゴルフ大会を開催します。 
 2012 年 2 月 19 日（日）には、安城ＲＣがＩＭのホス

トを務めます。 
 会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 
 
ＩＭ実行委員長 石原昭君 
 ガバナ－補佐のテ－マ「友達をつくろう」に基づき、

2012 年 2 月 19 日（日）に実施されますＩＭについて、

現在決定している内容は、基調講演の講師を名古屋ＲＣ

のパストガバナ－盛田和昭氏にお願いいたしました。 
 また、懇親会のアトラクションとして、サクソフォン

カルテットと交渉中ですので、会員の皆様のご承認をい

ただきたく思いますので、よろしくお願いいたします。

 
ガバナ－補佐杯実行委員長 成瀬介宣君 
 2011 年 11 月 23 日（祝）に、葵カントリ－クラブに

てガバナ－補佐杯ゴルフコンペを開催します。企画はゴ

ルフ部会が中心に行いますが、40 組 160 名が参加する

大コンペとなりますので、接待等安城ＲＣ全員のご協力

なくして実行できませんので、皆様のご協力をお願いい

たします。 
 
ＩＴ委員会委員長 神谷研君 
 本日（2011.7.1）、安城ＲＣのホ－ムペ－ジを公開しま

した。ＨＰｱﾄﾞﾚｽは、http://www.anjo-rc.org/ です。 
 ＨＰには、会員専用ペ－ジを用意しました。自由投稿

できるサイトがあります。また、本日発足した各種同好

会の情報交換の場としても利用できます。 
 ＨＰには、年間スケジュ－ルも用意しました。メ－ク

アップ情報も極力掲載しますので、例会に出席できない

会員はご利用ください。 
 ＨＰ内の会員リストには、会員の会社・事業所のホ－

ムペ－ジとリンクできるようにしましたので、希望者は

神谷まで申し出てください。 
 ＨＰの操作方法・利用方法は、徐々に例会内でご紹介

してまいります。 
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