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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 2689 回例会 
2012 年 6 月 8 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：小野田真代君 
ソング：「手に手つないで」 
斉 唱：四つのテスト 
卓上花：サマーチェリー・アンスリューム 

ゲスト：安城市国際交流協会事務局長 沓名雅昭様 

   ：NPO 法人子どもセンターパオ副理事長・児童養護施設
「暁学園」施設長 菱田理様 

ﾋﾞｼﾞﾀ-：なし 
 
《賛助金贈呈》 
 
 
 
 
 
 
 

安城市国際交流協会   NPO 法人子どもセンターパオ
事務局長沓名雅昭様      副理事長菱田理様 

出席報告 
出席委員会：福雅美君 
会員 58 名 出席義務者 47 名 出席 33 名 欠席 14 名 
出席免除者の出席 9名出席率 75 ％  
修正出席率 5 月 25 日 2687 回例会 100 ％ 

会長挨拶  会長 沓名俊裕君 
 

 

 

 

 

（報告） 
１．新入会員歓迎会開催６／６（水）18：30 

25 名参加：川本にて新会員 7 名 
             新田君・青山君・恒川君・外山君

             小野田君・奥嶋君・加藤君 
             ・敬称略 
             ※正面は永谷幹事 
              （二次会の様子） 
 

２．地区役員、会長幹事会開催 6/9（土）18：00～ 
  名鉄グランドホテル 
３．地区大会企画委員会開催 

6/12（火）14：30～ 
ガバナー事務局 

沓名俊裕 大会実行委員長・永谷文人 大会副実行委員長・ 
奥田法行 大会幹事・本間（大会事務局）4名で参加 
４．その他 
①6/7 中部経済新聞掲載 
◆碧海信用金庫・コンサルティング機能を強化 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

②直前会長：大嶽岩雄君  協力会会長退任 

◆全国住友セメント協力会会長 6/7（木）15 年務め退任 

◆本日の元気印の会社紹介は、青木功さんのスポンサーをし

ている会社「。勇気ある挑戦により、新たな商品の開発」 
富士フィルムフォールディングス株式会社 
代表取締役社長ＣＥＯ 
古森重隆氏 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

《6月の行事予定》 

6日 次年度会長幹事会 衣浦グランドホテル18：00～ 

  新入会員歓迎会18：30～川本 

9日 ガバナー補佐会議及び反省会16：00～ 地区役員・会

長懇親会18：00～ 名鉄グランドホテル 

17日(日) 第6回安城RCゴルフコンペ 

19日  監査16：00～ 

20日  次年度記者懇談会 12：30～仔馬 

25日  ゴルフ部総会 18：30～新富 
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売上高  2 兆 1,952 億円 

経常利益 891 億円 

時価総額 7,446 億円 

◆１９３４年 富士写真フイルム㈱創立 

◆１９４８年 カメラ事業「フジカシックス」発売 

◆１９６２年 富士ゼロックス㈱設立 

◆１９８６年 使い捨てカメラ「写ルンです」発売 

◆２００５年 写真フィルム事業縮小し、他分野へ進出

◆２００６年 富士フイルムホールディングス㈱設立 

      ・富士フイルムと富士ゼロックスを傘下に

「写真フィルムだけの会社ではありません」 

総売上高 2 兆 1,952 億円 創業のフィルムはわずか 1％

 

 

 

 

 

 

 

 

利益があるうちに種まき。 

                2000 年 

               フィルムの利益 

                全体の 60％ 

                

             2005 年フィルム事業縮小 

                  多角化 

              「第２の創業」宣言 

            化粧品・医療品へ新規参入 

会社 売上高 形状利益 時価総額 

キャノン 3 兆 5574 億 3745 億 4 兆 2480 億 

富士フィルムＨＤ 2 兆 1952 億 891 億 7446 億 

リコーペンタックス 1 兆 9034 億 ▲319 億 4402 億 

ニコン 9186 億 893 億 9043 億 

オリンパス 8485 億 178 億 3651 億 

 カメラを扱う大手企業 
これからのカメラは… 

                  一眼レフカメラ 

             

                 ミラーレスカメラ  

                  コンパクトカメラ 

 

                 スマートフォン 

ロータリークラブは“文化・産業の発展に貢献します”。

 

大見 宏会長エレクト報告 
 
 
 
 
 

 

今週から次年度会長報告をします。 

先週から次年度の合同委員会があり、昨日碧南市の衣浦

グランドホテルで会長幹事会がありました。安城 RC か

ら私と奥田法行君と参加してきました。各クラブの会長

幹事からいろいろな意見がありましたが、安城 RC とし

てはとにかく次年度は地区大会のホストを務めること

で、この分区内のクラブには是非、全員登録をして頂き

たいとお願いをしてきました。 

 

幹事報告  幹事 永谷文人君 
＊例会終了後、地区大会実行委員会を行います。 

＊本日、次年度合同委員会を川本にて18：30～行います。 

＊次年度同好会についてのアンケートの記入お願いいたし

ます。 

＊年間総合報告書の原稿の提出をお願いします。 

＊ゴルフ部会より 6/17(日)安城RCコンペを葵CCにて開

催、登録料をお願いします。 

＊ランチ同好会より 6/23（土）三谷温泉と鳥川ほたる学校を

企画いたしました。用紙裏面にて参加者情報を必ず記入

の上、登録ください。 

＊観劇同好会より 7/29（日）「桂三枝改め桂文枝襲名特別

公演」のご案内をいたします。 

 

委員会報告 
【観劇同好会】 

日 時：7月 29 日（日）午前 11 時開演 

場 所：御園座 

観 劇：桂三枝改め 桂文枝 襲名特別公演 

会 費：10,000 円 

締 切：6月 29 日 

【ランチ同好会】 

日 時：6月 23 日（土）午後 4時ＭＡパーク集合 

行き先：蒲郡三谷温泉と岡崎・鳥川ホタル学校 

会 費：9,000 円（15 名以上） 

【次年度幹事】 

同好会についてのアンケートを取りたいと思います。 

ご提出お願い致します。 

 

 

 

 

 

 



 
ニコボックス報告 近藤裕保君 

本日のニコボックスメッセージ紹介 

 

卓 話 
クラブフォーラム 事業報告発表 

 

社会奉仕委員会 

委員長 深津正則君 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会は、沓名俊裕会長の方針のひとつ「奉仕

活動で社会貢献」に沿って活動を展開して参りました。

会員の皆様並びに委員会メンバーの皆様に、ご協力頂き

ましたことを心より感謝申し上げます。 

(1) 地域開発   

・安美展の優秀作品を表彰しました。 

・社会福祉協議会に活動資金の援助をしました 

(2) 環境保全  

・530 運動連絡会に活動資金を援助しました。 

・平成 24 年 5 月 21 日(月)「第 42 回明祥中学校クリー

ン活動 in 油ケ淵」に参加、清掃道具その他の購入資

金を助成しました。 

・平成 23 年 9 月 9 日(金)地区内環境保全委員長会議に

出席。 

・平成 24 年 3 月 2 日(金)地区環境保全委員長鈴木元弘

様に例会卓話「西三河生態系ネットワーク」について

講演をして頂きました。 

(3) 地域共同体 ・安城少年野球大会を主催し、地域の

少年の健全育成とスポーツ振興(RCC)に協力しまし

た。                                           

1.平成 23 年 11 月 3 日(木)  

第 14 回ロータリー旗争奪 RCC 少年野球大会を開催。

安城選抜対岡崎選抜 (安城総合運動公園ソフトボー

ル場 Aコート) 

 2.平成 24 年 2月 25 日(土)・26 日(日) 

第 15 回安城ロータリー旗争奪安城市少年野球大会を

開催 (安城総合運動公園ソフトボール場 A・Bコート)

(4)地域貢献緑化活動  

平成 24 年 3月 10 日(土)安城市植樹祭に参加、荒曽根公

園にシンボルツリーとしてケヤキと低木 72 本を植栽。

この事業は今年度より予算化された活動事業費と地区

補助金で運営しました。 

委員 (副)稲垣淳君・杉本汎平君・野村聰君 

 

会場委員会 

委員長 山口研君 

 

 

 

 

 

 

『楽しい例会を・・・』をテーマに今年度の例会を毎月、

委員会をし委員みんなで考えました。 

新年初例会として例会前、新年らしく丸山さんにお世話

になりお茶を立ていただき、例会は安城芸妓文化振興会

による日本舞踊と食事は、新たに和食『石かわ』をお願

いしました。 

後半は、感性を高める「JAZZ 例会」や地域と接する「さ

くら学園」などの移動例会を行いました。 

このような例会が出来たのは、理事のみなさん、会員

のみなさん、会場委員のみなさんのご理解、ご協力に感

謝申し上げます。ありがとうございました。 

委員 （副）成田孝則君・杉山淳一君・新田高広君・ 

小野田真代君・加藤英明君 

 

職業奉仕委員会 

委員長 小野内宣行君 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕は、職業を通じて利他に徹することであるとい

う考えのもとに活動してきました。 

１．10 月  7 日  会員健康診断 

２．10 月 28 日  健康診断結果報告（勝見乙平君） 

３． 1 月 22 日 伊勢神宮御垣内特別参拝・お神楽奉納

及び移動例会 

卓話：伊勢市観光協会会長 牧戸福嗣 様 

４．2月 9日  安城市立安城西中学校にて職業セミナー

       講師：石川博 君 

５．3月 9日  職場例会 (株)キャッチネットワーク 

 

 

 



 
卓話：(株)キャッチネットワーク 

代表取締役 川瀬隆介 様 

６．月第 2例会時 「四つのテスト」唱和 

皆様のお陰で職業奉仕委員会の活動を無事、終了するこ

とができました。１年間ありがとうございました。 

委員 (副)冨岡里美君・勝見乙平君・加賀昭成君 

 

国際奉仕委員会 

委員長 市川護君（永谷文人幹事代読） 

 

 

 

 

 

 

今年度、沓名会長のＥＮＪＯＹ ＲＯＴＡＲＹ 国際奉

仕活動は、見える形で、行動したいとの命を受け、平成

24 年 1 月 16 日から 1月の 19 日迄の 4日間、カンボジア

に井戸を寄贈しようと、以下のみなさんと、遠征して参

りました。沓名俊裕会長、永谷文人幹事、丸山光夫さん、

成田孝則さん、冨岡里美さん、恒川憲一さん、奥田法行

さん、石川義典さん、市川護の 9名です。 

1 月 16 日中部国際空港から、ベトナム航空に乗りベトナ

ムを経由して、カンボジアに入りました。1月 17 日は、

アンコールワットのサンライズを見るために、皆で早起

きして暗い中を歩いたのに、曇り空で少し残念でした。

日中は、アンコールワットの像に乗り、砂岩の彫刻を見

て、最後はアンコールワットのサンセットを見て、疲れ

ました。1月 18 日は、午前中に山間部の、農村に井戸の

完成式典に出向きました。そこには、高床式の立派な家

があり、敷地もかなりあるように感じました。1 月の中

旬に、井戸は 21ｍ掘られ、水が出るようになっていたよ

うです。現地に行って見て初めて知るロータリー活動に

改めて感謝致しました。それから、皆とお揃いのブルー

のティシャツを現地の人にプレゼントする仲間の振る

舞いに関心しました。式典が終わり、食事をしてから、

帰国の準備であわただしいスケジュールをこなし、無事

にベトナム航空で期間する事が出来ました。例会で、事

業報告を致しました。現地でまだ、5 名の方が私たちに

もお願いの要望があり、会員にカンパを呼び掛け、もう

一つ井戸の予算を作り、カンボジアに今年度２つの井戸

を作れました。会員の皆さん、本当にありがとうござい

ました。 

委員 （副）加藤正人君・太田昭夫君・鈴木福美君・ 

清水正幸君・寺部曉君 

新世代奉仕委員会 

委員長 神谷明文君 

 

        

 

 

 

新世代委員会は、本年度、以下の事業を行いました。 

１．ＩＲ２７６０地区インターアクトクラブ年次大会を

ホストクラブとして開催並びに安城学園インターアク

トクラブとの交流、２０１１年７月１８日、安城市文化

センターにて、安城ＲＣ、安城学園高等学校インターア

クトクラブがホストとなって、「子どもの笑顔と未来の

ために」のテーマで、開催されました。松前ガバナー、

沓名俊弘会長、竹内通裕実行委員長らのご挨拶、安城学

園高インターアクトクラブ会長伊藤千紘さんが歓迎の

言葉を述べられました。地域内の１５校のクラブからの

発表があり、盛大で素晴らしい大会となりました。また、

第２４回インターアクトクラブ海外（ハワイ）派遣研修

壮行会も同時に行われ、 ２５名の派遣生徒を励ましま

した。最後に、次年度４ホストクラブを代表して、一宮

北ロータリークラブの矢田政弘会長が次年度開催の決

意を述べられ、大成功の終幕となりました。 

２．インターアクトクラブ海外派遣研修 

２０１１年７月２８日～８月１日安城学園高校インタ

ーアクトクラブの坂野千穂さんら２４名がＵＳＡハワ

イ州オアフ島派遣され、日米戦争の記念館、裁判所、大

学等を見学し、ホームステイや地元高校生との交流を行

い、日米親善を図り、貴重な体験をしました。同年９月

９日の例会で坂野さん、顧問の岡山先生から報告があり

ました。 

３．ＲＹＬＡセミナーへの参加 

ＲＹＬＡとは、ガバナーが主催する地区３大行事の一つ

で、青少年向けリーダーシップ養成研修です。す。２０

１２年２月２５、２６日、岡崎市の愛知県青年の家で三

河安城クラブがホストとして実行され、チベット人歌手

バイマー・ヤンジン女史の基調講演「夢を実現するため

に」とグループワーク及びその成果の発表会が行われま

した。当クラブ推薦として、（株）東祥の伊神朱香さん、

高田あい佳さんが参加されました。 

４．児童虐待対応団体への支援 

２０１２年６月８日、児童相談所や児童養護施設がカバ

ーしきれない思春期の子どもたちが安心して休める場

 



 
所（＝子どもシェルター）を提供する非営利活動法人子

どもセンター「パオ」に対し、当クラブは本年度から沓

名俊裕会長の提案により取り組み始めた児童虐待問題

への支援の一環として、パオ施設内の設備充実のため洗

濯乾燥機を寄附しました。 

５．次年度へ新規事業（児童虐待親への支援）の展開 

児童虐待をする親の中には精神的疾病や自らの育成過

程のトラウマを抱えている人も少なくありません。その

ような親には治療や内省が必要ですが、専門医の治療や

臨床心理士にカウンセリングを受ける費用の捻出が困

難なため、放置されているケースが見受けられます。こ

のような行政の支援が及ばない分野につき、当クラブが

独自に治療費等を支援する事業を児童虐待問題への新

たな取り組みとして、次年度実現する予定です。 
委員 （副）山口佳久君 
 

出席委員会 

委員長 内藤教恵君 

 

 

 

 

 

 出席委員会は会員の皆様がさまざまなロータリーの

例会、また Make up（出席補填）となる委員会他に出席

いただいた事実を速やかに確認し、出席率向上に繋がる

よう努めてきました。 

本年度、当クラブは「インターアクトクラブ年次大会」

「Intercity Meeting」のホストクラブでもあり、会員

が揃って各種行事に出席する機会も多くありました。続

いて各委員会活動も活発に実施され、例会に出席できな

い場合の Make up となりました。その結果 100％例会は

17 回達成できました。 

一年間お世話になりました副委員長の福田雅美さん、

兼松信吾さんに感謝申し上げますとともに会員皆様の

ご協力に感謝申し上げます 

委員 （副）福田雅美君・兼松信吾君・奥嶋正衛君 

雑誌委員会 

委員長 冨岡里美君 

 

 

 

 

 

皆様方によりロータリーを知っていただく為に、毎月

「ロータリーの友」をご紹介していくつもりでしたが、

８月号が紹介できず大変申し訳なく思っております。 
「ロータリーの友」の海外・国内からのさまざまな情

報の中の有益な記事を、皆様にご紹介してきたつもりで

すが、十分にお伝えできなかった事も、多かったとので

はと反省しております。 
５月には青山さん、小野田さん、成田さん、新田さん

にご協力頂き、「ロータリーの友」の感想を頂きました。

しっかり読んで下さり本屋さんまで行かれた事は大変

うれしく思いました。 
また副委員長の松本隆利さん・委員の杉浦實さんにも発

表をお願いし、快く引き受けていただきましたました。

最後に会員の皆様のご協力に大変、感謝いたします。

有難うございました。 
委員 （副）松本隆利君・杉浦實君 
 

ロータリー情報委員会 

委員長 加藤弘君 

 

 

 

 

 

 

当委員会の主目的は新会員に会員の特典と責務に関す

る情報を提供して理解してもらう事であります。又、

例会重視はロータリアンの義務ではなくて 最大の

特典であると 強調されております。 

では 計画の実施状況を報告します 

１． ロータリーの本質と基本的な要項の伝達「ロータリ

ーの友」「ガバナー月信」「クラブ会報」等の刊行物

を拝読してクラブ運営に興味を持つようにする 

２． イニシェーションスピーチの開催 

３． 「中核となる価値観」ロータリーの長期計画

（2011.11 より戦略計画に名称変更）について研修

４． ロータリー知識の向上の為入会３年未満の会員を

対象にしたファイアサイドミーティングを開催 

以上で事業報告といたします。 

１年間ありがとうございました。 

委員 (副)石原昭君・大嶽岩雄君 

 

【沓名会長方針】 

“ Let’s  Enjoy  ROTARY ” 

 




