
2015年6月12日（金）　12：30～13：30

司会者：外山　勝美君

ソング： 「手に手つないで」　「四つのテスト」

卓上花：マリーンブルー
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■会長：永谷　文人

■幹事：横山　真喜男
■クラブ会報：亀島深里・辻隆士・海野広明
■創立日：Ｓ33年1月10日
■RI加盟認証日：Ｓ33年2月6日

1.　絵手紙紹介 2.　会員紹介

◆　原田　慶三郎君 ◆　勝見　乙平君 ◆　東洋理工㈱　横山　真喜男君

◆6月10日（水）記者懇談会の報告

【参加者】

㈱中日新聞社　安城通信局長　重村　敦様
中部経済新聞社　刈谷支局長　片桐　芳樹様
㈱キャッチネットワーク　安城市特派員　葛原　祐季様
㈱中日総合サービス　安城ホームニュース編集長　神谷　卓宏様
安城ロータリークラブ 次年度理事

【2015～2016年度の事業内容】

1.補助金事業「地域活性化のための列車誘致運動」
JR三河安城駅の快速の停車、新幹線三河安城駅のひかりの停車の実現

活動内容　： JRへの働きかけ
看板の設置
市民への署名活動

2.安城市在住外国人6,000人弱との交流

神谷　明文会長エレクト■　会長エレクト報告

【 No.642　2014/7 第１例会 】

永谷　文人会長■　会長挨拶

安城ロータリークラブ 

週報 

例会日：毎週金曜日 
 

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 

【 No.685 2015/6 第2例会 】 

第2826回例会 

2014-2015年度RIテーマ： 

「ロータリーに輝きを」 

安城ロータリークラブ会長方針： 

「楽しいロータリーを創ろう 」 

2015年ロータリー国際大会 

サンパウロ（ブラジル）公式マ－ク 



◆次年度について

1.　7月30日(木)「例会変更」は、第1回 出席率100％DAY
2.　点鐘前12:15頃から食事をスタート
3.　毎月のお祝い

Birthday Songを歌わないで、該当会員に一言
その他の表彰、記念品授与の際には、必ず該当会員に一言

4.　雑誌報告
月1回にこだわらない
良い記事が多数ある場合は、週を跨いで報告回数を増やす
新会員による報告

5.　親睦を深めるため、1年間で全ての人と顔をあわせられる席順を工夫
6.　対外的行事

お月見例会、クリスマス例会、深川純一氏講演会（三河安城RCとの合同例会）

1. 　本日18：30～川本にて本年度最終理事会及び委員長懇親会を行います。
2. 　6/15(月)18：30～すず岡にてゴルフ部会総会を行います。
3. 　6/17(水)18：30～川本にて歴代会長会議を行います。

会員

出席義務者

出席

欠席

出席免除者の出席

出席率

修正出席率

■　職業奉仕委員会

15名

■　幹事報告 横山　真喜男幹事

■ 出席報告

88.52%

原田　慶三郎君

5月29日　第2824例会
100%

61名

39名

46名

■ ニコボックス報告竹内　通裕君

 7名

職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青少年奉仕委員会
出席委員会、会場委員会、雑誌委員会、ロータリー情報委員会、ニコボックス委員会

委員長　青山　竜也君

◆　クラブフォーラム　事業報告発表 ※頂戴した原稿はそのまま掲載しております

 職業奉仕というものをよく理解していない状態で委員長という大役を仰せつかりましたが、この１年間を通じ

てロータリーの金看板である職業奉仕を深く理解できたことは大きな収穫となりました。 

２７６０地区の職業奉仕委員長会議では、大量の事例を通して職業奉仕実践の様々なケースを知ることがで

きました。  

 それら知見を参考に、今年は「安城市を育み、発展させた明治用水」に焦点をあて、「水の環境学習館」（明

治用水会館の隣に新設）を利用し移動例会を行いました。事務長の卓話はさすが明治用水の初期から携わっ

ている方だけあって、非常に楽しく興味深く、また勉強になるものでありました。 

今年はちょうど明治用水会館が新しく建て直され、皇太子ご夫妻が 

ご訪問された折とあって大変良い刺激にもなりました。 
  

また会員の皆様には、 

○ ４つのテストの斉唱 

○ 安城ロータリークラブとして「職業講話・職場体験システム」 

    へのご登録を本年も引き続きお願いいたしました。 

    ご協力ありがとうございました。 
  

委員（副）川合昭道 磯貝廣治 勝見乙平 稲垣 淳 



■　社会奉仕委員会

■　国際奉仕委員会

■　青少年奉仕委員会

委員長　恒川　憲一君

委員長　成田　孝則君

委員長　内藤　教恵さん

代読　横山　真喜男幹事

委員（副）川合昭道 磯貝廣治 勝見乙平 稲垣 淳 

 今期の社会奉仕活動は例年に増して特別催事企画があり、より地域社会との接点が持たれたと思いま

す。印象に残るものとして、昨年秋のデンパークダンスフェスティバルの協賛、そして何といっても当ロータ

リー初の独自企画、安城フォトコンテスト。 

 安城再発見をテーマに昨年11月より募集開始、当初全く集まらず 

内心どうなるかと思いましたが、皆様の協力により、結果的には 

180点もの応募があり、例会で入賞者表彰、文化センターで展示、 

更に中央図書館にて展示されました。 

 またRCC活動の安城少年野球サークルへの協力、環境保全として 

明祥中学校の油ヶ淵清掃活動資金の援助、これらはやはり実際に 

この目で見ると素晴らしい支援だなあと感銘しました。 

 最後に先日の社会奉仕クラブフォーラムにて 

「みんなで考えよう！市民との接点の創出」をテーマに各テーブルで 

ミーティング内容をまとめた資料をお手元に配布させて頂きました。 

ロータリークラブに入会し初めて奉仕活動委員をさせていただき 

素晴らしい活動に触れ感謝しています。 

 これからもロータリークラブの活動を広く市民の皆様に認知、理解、共感していただけるよう努めます。あ

りがとうございました。 

本日は出席出来ず、ご迷惑をおかけしました。 

 今年度の国際奉仕委員会は、ミヤンマーの日本語教育の支援のため、ミヤンマー出身の米山奨学生
「ニーニーエイ」さんと一緒に僧院学校３校を訪問して、日本語教育のための教材及び教師１年分の報酬を
援助し、孤児のための食材の寄付をして来ました。また、教材の他に参加して頂いたメンバーから日本の文
具を持参して頂き、直接子供たちへ手渡しできました。子ども達には大変喜んで頂けたと思います。奉仕活
動で一緒に汗を流して頂いた参加メンバーの方に感謝致します。 

 本年度の青少年奉仕委員会は次世代を担う青少年ならびに若者がさまざまな活動を通じて、望ましい方

向に成長してほしいと願って、以下の事業を行いました。 

1）地区インターアクトクラブ（ＩＡＣ）への支援、協力 

 インターアクトクラブ会員はその活動をする場が国内、国外を問わず色々なところにあり、それら行事に積

極的に参加することにより、家庭、学校、地域社会、国際社会、を理解し奉仕の気持ちや助け合いの気持ち

を醸成し将来のリーダーになることが期待されております。 

 2014年7月21日に岡崎市竜美丘会館で第25回インターアクトクラブ年次大会が開催されました。テーマ「夢

を咲かそう」～あなたがあなたらしく生きるために～はここに集う皆さんがそれぞれの夢を咲かせることがで

きるように、他人の夢の実現を支えることの出来る人に、優しさと温かさを兼ね備えた他人に笑顔を与えるこ 
 
 

≪事業報告≫ 

1. ミヤンマーへ国際奉仕団の派遣 

2. ミヤンマーの日本語学校講師へ報酬の援助 

3. ミヤンマーの子供たちへ文具及び環境の支援 

4. 米山奨学金への協力 

5. ロータリー財団への寄付率向上 
 

委員（副）深津正則 



■　出席委員会

■　会場委員会

代読　副委員長　竹内　通裕君

代読　副委員長　鳥居　博行君
委員長　加藤　正人君

委員長　戸谷　央君

 
 

とのできる人になりたいと願う人に成長してほしいと、ロータリアンの願いも込められていました。 

・同年９月７日地区青少年サミットがキャッスルプラザホテルにて開催されました。 

この会議は地区内青少年奉仕委員長とインターアクト、ローターアクト、ＲＹＬＡ、青少年交換の各ロータリー

ファミリーを加えた拡大会議です。各部門から活発な活動報告がありました。 

・同年９月14日「新世代のための月間」の一環として、安城学園高等学校ＩＡＣ顧問の岡山直樹先生、熊澤里

佳先生はじめ会員22名を招聘して交流例会を行いました。 

ここで、7月23日～31日までオーストラリアのパースで行われました海外派遣研修に派遣されたた安田志穂

さん、日高遥さんの２名から帰国報告がありました。 

2）地区ＲＹＬＡセミナーへの参加と協力 

 ロータリー青少年指導者養成プロクラムである第23回ＲＹＬＡセミナーが2015年3月21・22日に愛知県美浜

少年自然の家にて、おおよそ130名の若者が参集して開催されました。当クラブ推薦として㈱東祥の丸山奨

貴君、田中健太君、加藤光浩君3名が受講されました。そして、４月24日例会にて報告会を開催し、セミナー

参加の加藤光浩君から貴重な体験が報告されました。 

3）子育てに悩む親に対する援助事業の継続 

   子ども虐待における、親支援の必要性について、 

     私達の支援が適切な養育、家庭の再統合の一助に 

     なればと願い、本事業を継続しています。 

4)青少年交換 

 本年度はＲＩ常設プログラムの青少年交換の交換留学候補生が 

誕生しました。12月21日（日）会員家族親睦例会場にて候補生 

中嶋紗菜さんを紹介し報告いたしました。 
  

委員（副）奥田法行 小野内宣行  

 本年度の出席委員会は、会長方針で掲げられた「全員参加で楽

しいロータリーを創ろう。例会をより有意義なものにしよう。」に基づ

き、例会出席のアピール・欠席連絡の励行・メーキャップを必ず行う

奨励・メーキャップ情報の提供を委員会活動の目標に掲げ、各委員

会とも連携を密にして出席率の向上を目指して活動して参りました。 

 本年度は、メーキャップと認められる委員会活動も活発に実施さ

れ、平均出席率も向上し100%例会を19回達成することができました。 

 会員の皆様と委員会メンバーの御協力に感謝申し上げ、事業報

告とさせていただきます。一年間ありがとうございました。  
  
委員（副）竹内通裕 成瀬介宣 

 私自身、入会当初以来の会場委員会で、若干不安もありましたが、

当時の大変さは何だったのかと思うほど、設営の楽さを感じました。

そんな中においても無駄だなと思うものはやめ、例会のスムーズな

進行に努めてまいりました。 

限られた時間の中で、すべてのスケジュールをこなすため、会員の

皆様には多大なご協力を賜り厚くお礼申し上げます。まだ、最終例

会まで活動はございますが、この委員会の集大成として、最終例会

の加賀さんの司会で締めさせていただきます。委員会の皆さんには、

大変ご協力をいただきましたこと、感謝申し上げます。一年間誠に

ありがとうございました。 
 
 



■　雑誌委員会

■　ロータリー情報委員会 委員長　沓名　俊裕君

委員長　奥嶋　正衛君

 一年間、市川さんと私の「ロータリーの友」の案内をご静聴いただきありがとうございました。 

 今年度、石原委員長でスタートした雑誌委員会でしたが、石原さんの退会に伴い、私が後を引き継ぎ委員

長になりました。      

当初、石原さんは市川さんを副委員長に指名していましたが、諸事情から私が務めることになりました。

「まぁいいかな」と安易に思い引き受けたところ、石原委員長が突然退会されたため、三年目新人の私に委

員長という大役が回ってきました。 

委員長として何もわからぬままスタートしましたが、石原さんの 

「ＲＩ関係（横組）と日本ロータリー関係（縦組）の参考となる記事を紹介 

しよう」という基本方針に従い、月一回の案内を市川さんと交代で何とか 

やっていくことができました。 

また、雑誌委員を務めて「ロータリーの友」を今まで以上に目を通すよう 

になり一番勉強になったことは、世界中では数え切れないほどの活動が 

まだまだたくさん行われているのだと知り得たことです。 

地域での活動は世界の活動に繋がり、また、世界中の活動が各国の 

地域の活動に繋がっているのだと「ロータリーの友」を、この一年いつも 

以上に読むことにより更に実感し勉強になりました。 

一年間、永谷会長、横山幹事はじめ皆様のご指導ご協力に感謝いたします。 

大変ありがとうございました。 
  

委員 （副）市川 護 

◆活動内容 

   8/22(金) 勉強会＆懇親会 

   9/19(金) 勉強会 

  10/17(金) 勉強会＆懇親会 

  10/25(土) ワインパーティ 

  12/5(金)  勉強会 

   

◆活動報告 

 今年度はロータリー情報委員会の会員を3年未満から3年以下にし、勉強会を毎月開催することによりロータリー

クラブとは何か、何をするべきか、ロータリーのマナーなどをしっかりと学びました。また懇親会を定期的に開催し、

新入会員同士の親睦をもつことができました。 

当初企画した「奉仕の精神 内部」事業は奥嶋実行委員長のもと、会員の皆様に協力していただきワインパーティ

を盛大に開催することができました。お願いできることはすべて会員の皆様に協力いただき、まさにロータリアンの

奉仕の精神で成功に導かれた事業だったと思います。 

 「奉仕の精神 外部」事業としては、地域・安城市に対して実際に事業を行うためには何をしたらよいのか、どん

な活動がいいのかを新入会員で考える機会をつくりました。【高齢者にやさしい安城のまちづくり】と題し、いろんな

事例をもとに安城市にあてはめできることを話し合いました。すぐにできることではないけれど、今後のクラブ活動

に活かせるような事業を考えられたと思います。 

また恒例の「ファイヤーサイドミーティング」は、安城ロータリークラブがさらに発展するためには何をするべきか、と

いう内容でディスカッション・発表をし、「増強と親睦」であるなど新入会員が、一歩進んだクラブのためになることを

考えるいい機会になりました。 

 各々に実行委員長を配置し、意識をもって事業をしてくれた実行委員長と、協力いただいた新入会員、毎回勉強

会に資料を準備してくれた細井さん、顧問として新入会員に助言してくれた会員の協力全てに感謝し、報告とさせ

ていただきます。 
  

委員（副） 大見 宏 ・ 都築 雅人 

研修担当：細井 英治 オブザーバー：丸山 光夫 

3年以下会員：恒川憲一・青山竜也・外山勝美・小野田真代・奥嶋正衛・加藤英明 

          辻隆士・岩井春次・石川徳重・海野広明・林幸一 

  12/12(金) 懇親会 

   1/23(金) 勉強会 

   3/13(金) ファイヤーサイドミーティング 

   4/17(金) 勉強会＆懇親会 

   6/9(火)  奉仕の精神について 

           ディスカッション＆懇親会 



■　ニコボックス委員会

◆ 第1回 出席率100％DAY

■　お知らせ　■

委員長　石川　義典君

 本年度のニコボックス委員会は、会員の皆様のご協力により３月の末には予算額の150万円を超え最終例

会には目標の200万円に手が届くところに迫っています。 

例会における発表も原田、横田、杉本大先輩らのユニークな 

発表による活躍で例会の雰囲気を和ませる事が出来ました。 

 また、普段中々お祝い事をご報告いただけない会員にも 

お声かけの上ご寄附を頂くこともできました。安城ロータリーの 

全て会員の皆様の善意に心から感謝申し上げご報告とさせて 

いただきます。 
  

委員（副）原田慶三郎・横田秋三朗・杉本汎平 
 


