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●ＮＯ．510 2011/8 第 2 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 2651 回例会  ガバナ－公式訪問 
安城ＲＣ・三河安城ＲＣ合同例会 

 
2011 年 8 月 19 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：山口研君 

ソングリーダー：石川博君 
ソング：君が代 奉仕の理想  
卓上花：デヘンバギア、ラセンクロトン、アケボノクロトン 

ゲスト：ガバナー   松前憲典様 （一宮中央） 
    地区幹事   長谷川正已様（一宮中央） 
    ガバナー補佐 細井英治様 （安城） 
    分区幹事   寺田孝司様 （安城） 
ﾋﾞｼﾞﾀ-：なし 
 

    

 

出席報告 
出席委員会：福田雅美君 
会員 56 名 出席義務者 43 名 出席 43 名 出席率 100％  
修正出席率 7 月 22 日第 2649 回例会 98.18％ 

 
会長挨拶  会長 沓名俊裕君 

松前憲典ガバナ－、長谷川正已地区幹事並びに三河安城 RC

のメンバー方々を歓迎いたします。 

国際ロータリー第２７６０地区２０１１年～２０１２年度

ガバナー松前憲典様をご紹介いたします。 

生年月日は１９３１年（昭和６年）１月３日です。事業所名

並びに役職は、松前歯科医院院長、さくら苑社長他です。所属

クラブは、一宮中央ロータリークラブ（チャ－タ－メンバ－・

初代会長）です。１９９０年～１９９５年地区インタ－アクト

委員長、１９９５年～１９９６年西尾張分区代理、１９９７年

～１９９９年地区 G.S.E 委員長を歴任されています。 

中でもインタ－アクトには思い入れが多く、「IA の歌」は得

意と伺っておりますので、ひょっとしたら、今日ご披露いただ

 
 
 
 
 
 
 
 

松前憲典ガバナー ロータリ－歴 

一宮中央 RC（チャ－タ－メンバ－・初代会長） 

１９９０年～１９９５年地区インタ－アクト委員長 

１９９５年～１９９６年西尾張分区代理 
１９９７年～１９９９年地区 G.S.E 委員長 
２００３年～２００７年ロ－タリ－の友地区委員 
２００９年～２０１０年ガバナ－ノミニ－ 
２０１０年～２０１１年ガバナ－エレクト 

けるかもしれません。今年度７月１８日に安城 RC ホストで

IA 年次大会を開催しましたが、開会から最後の１６：００

過ぎまで会場にいらっしゃり、高校生の発表を真剣に、また

楽しんで見てくださいました。 
今年度のガバナ－方針は、『会員増強とクラブの活性化』

です。 
また、松前ガバナ－は、大黒天像画を大切にされています。

    

三河安城 RC をご紹介します。 

創立は１９９９年１２月２１日、創立時会員数は２３名で

現在の会員数６２名（７月１日現在）です。内６名が女性会

員です。 

田村脩会長をご紹介します。 

ロータリー歴は、２００３年８月三河安城 RC 入会、２０

０５年～２００６年度社会奉仕委員長（理事）、２００９年

～２０１０年度会計（理事）、２０１０年～２０１１年度会

長エレクトロ（理事）です。 

三河安城 RC は今年度第２０回ＲＹＬＡセミナーをホスト

クラブとして開催されます。開催日時、場所は、２０１２年

２月２５日午前１１時（受付）～２６日午後２時（閉講）で、

会場は愛知県青年の家です。 
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会員数の推移を企業家的に表現すれば、三河安城 RC

は増収増益、我安城 RC は減収減益となりますが、安城

RC は今年度終了時の会員目標数を７０名としており、V

字回復を期したいと思っております。 

２０１１年～２０１２年度第２７６０地区西三河分

区ガバナー補佐細井英治君（安城 RC）をご紹介します。

安城 RC では、ガバナー補佐関連行事として、２つの行

事を開催します。 

一つは、ガバナー補佐杯ゴ 

ルフ大会で、２０１１年１１ 

月２３日に葵カントリークラ 

ブを貸し切って行います。雨 

が降ろうとも、必ずや多くの 

会員がご参加いただけると信 

じております。 

二つ目は、インターシティミーティングで、２０１２

年２月１９日にホテルグランドティアラ安城にて開催

いたします。こちらも全員登録でお願いいたします。 

本日の私の挨拶を松前ガバナ－にあやかれば、「「笑

顔」で終了できますように！」という言葉で締めたいと

思います。 

 

幹事報告  幹事 永谷文人君 
＊11/19（土）・20(日)地区大会の登録をお願いいたしま

す。次年度当クラブ地区大会の為の見学も兼ねており

ますので、出席義務者以外の方も多数参加ください。

尚、3 年未満の方・19 日の RI 会長代理との晩餐会

出席の方は後日登録料をお願いします。 

＊例会終了後ガバナー補佐杯実行委員会を行います。 

＊8/26 の例会は、イニシエーションスピーチです。担当

の方は原稿を事務局までﾜｰﾄﾞﾃﾞ-ﾀにて提出下さい。 

＊9/22(木)第 2回安城ゴルフ部会を開催します。 

 

ニコボックス報告  戸谷央君 
 松前ガバナ－・長谷川地区幹事より来訪ﾒｯｾ-ｼﾞ 

 沓名会長他より松前ガバナ－・長谷川地区幹事へ歓迎

ﾒｯｾ-ｼﾞ他 

 

卓  話 

ガバナー公式訪問 
卓話者：国際ロ－タリ－第２７６０地区ガバナ－ 
    松前憲典様 

立派な例会場に感激しました。安城 RC と三河安城 RC

への公式訪問に伺えて、嬉しく思います。 

安城 RC はすばらしいクラブです。 

本日、中部経済新聞に掲載されました石川会員の復興

支援で活躍する姿に対し謝辞と激励を申し上げます。 

安城市は愛知県のほぼ中心に位置し、自動車産業が発

達し、三河安城駅開業で飛躍的に発展し西三河の中核都

市となっています。 

会長方針「Let’s Enjoy Rotary」の下、会員数７０

名を目指すと伺っております。 

IA 年次大会が安城 RC ホストで盛大に開催されたこと

に対し謝辞。 

三河安城 RC について申し上げます。 

田村会長は公職を３０近く持って活躍されておられ

るすばらしい会長でいらっしゃいます。 

三河安城 RC の会員数は６２名（内女性会員６名）と

伺っております。 

三河安城 RC の今年度の会長方針は「クラブ会員の友

好を深め、会員の輪を広げよう」と伺っております。 

被災地の復旧の支援も行っておられ、また RYRA セミ

ナーを 2012 年 2 月 25 日から 26 日に開催されると聞い

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

両クラブとも女性会員がいらしゃいますが、さらに増

強していただけたらさらに良いと思います。 

引き続き、DVD を用いて、ガバナ－エレクト研修の内

容並びに中核となる価値観と新 RI 長期計画などをご紹

介いただきました。 

（DVD 放映） 

今年１月１７日から１週間サンジエゴで研修を受け

ました。サンジエゴは、ロサンジェルスから南へ２００

キロに位置し風光明媚な地で、世界３大港湾のひとつ

で、巨大な軍港（空母ミッドウェイの母港）があります。

この国際協議会では、世界中からガバナ－エレクトが

集まり、「超我の奉仕」の理想の実践の心構えを学びま

す。日本から参加したガバナ－エレクトは３３名でし

た。朝８：００から夜８：００まで、びっしりの研修で

した。 

中でも、グループ討論はディスカッション形式で行わ

れ、この形式は RLI 形式（講演を聞き、質問に答え、自

分自身の意見を述べる形式で、真ん中にリ－ダ－を配

し、はい、はいと質問が飛んできます。）と言われ、次

年度田中作次 RI 会長年度から正式にロータリ－クラブ

の討論形式として採用される予定です。 

田中作次２０１２～２０１３年度 RI 会長は、「挑戦・

チャレンジ」という言葉を最も重視しておられます。 

今、ロータリーは変革のときがきました。特に日本で



 
は、近年会員減少の傾向が続いております。この時に臨

み、国際ロータリーでは、「新長期計画（2010 年～2013

年）」を具体的に推進し、各クラブが積極的に活用され

ることを熱望されており、これを戦略的計画とも呼んで

おります。 

一方、２７６０地区は、ロータリー財団「未来の夢計

画」のパイロット地区として、前年度田嶋ガバナーの下、

三カ年の試行が始まっております。深谷財団委員長をは

じめ財団役員の皆様の熱意とご尽力により、新地区補助

金、グローバル補助金についての各クラブから申請も順

調に進められています。本年度は、この「新長期計画」

と「ロータリー財団未来の夢計画」の実践年度であり、

その大きな原動力を得るために各クラブが活性化する

ことが肝要であります。 

さて、カルヤン・バネルジーＲＩ会長は今年度のＲＩ

テーマを「こころの中を見つめよう 博愛を広げるため

に」と発表されました。 

そして、３つの強調事項として「家族」「継続」「変化」

を挙げられています。この３つのキーワードを念頭にお

いて、１年間各クラブ活動していただきたいと思いま

す。 

地区のテーマは「会員増強とクラブの活性化」と致し

ました。 

地区内会員数 5,000 名以上を目標としております。会

員増強は、ロータリーの組織強化とロータリー財団の活

動を活発化させるために大切なことであります。 

重点項目として、「社会貢献をする」「ゆったりとおお

らかに生きる」の 2つをあげさせていただきました。 

人生の指針として、老子の「いのちの哲学」古典を引

用させていただきました。人生の 3 期説、晩年の 30 年

は“社会貢献”の時代として生きることの大切さを学び

ました。人生で一輪の花を咲かせて、すなわち社会貢献

をして人生の目的を達成しようではありませんか。 

（DVD 終了） 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの笑顔はどうですか・・という絵を、私はいつ

も持って歩いております。「笑門福来」、笑う者には福来

る。一生笑って過ごしたいものです。 

福の神は、幸せになる心をもっている人につくそうで

す。信頼、感謝、思いやり、そして反省する心をいつも

持っておれば、福の神が付くそうです。 

私は、歯科医ですので、少し歯の話をしたいと思いま

す。「８０２０運動」、これはご存知のとおり、８０歳で

２０本の歯を残す運動です。私は、歯は遺伝すると思い

ます。とは言え、日常生活の中で、食べたら磨くという

ことを常に実践してほしいと思います。食後のブラッシ

ングは特に大切だと思います。 

歯の役目には３つあります。 

１、いい発音ができる。 

２、歯で咀嚼（そしゃく）できる。 

３、噛めば唾液が多く出る。 

また、歯には自然治癒がありません。どうか、歯を大

切にしてください。 

まだたくさんお話したいですが、時間が来ましたの

で、卓話を終了させていただきますが、また呼んでいた

だければいつでも来ますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

謝 辞  田村脩会長（三河安城 RC） 

松前ガバナ－へ謝辞。 

少し、三河安城 RC の活動内容を紹介させていただき

ます。 

三河安城 RC は新地区補助金事業として環境保全活動

を続けている中で、「トマト栽培で、食育を学ぼう！」

をテーマに次世代を担う子供たちの自然を愛する心を

育む「食育」事業を展開しています。安城市内３１保育

園へ１１5 鉢のトマトの苗えを、７月８日に贈呈式をし

て贈りました。今後も見守ってまいりたいと思います。

２０１２年２月２5日から２６日にRYLAセミナ－をホ

ストとして開催します。テ－マは松前ガバナ－からご指

導いただきました「幸運は天から降ってこない」としま

した。安城 RC の皆様もご支援ください。 

 

最後に松前ガバナ－並び

に安城 RC 沓名会長からの三

河安城RCの紹介に対し謝辞。

松前ガバナ－、長谷川地区

幹事のご健勝と RI 第２７６

０地区並びに地区内８２クラブの発展を祈念し、謝辞を

締めくくられた。 

 

点鐘：会長 沓名俊裕君 




