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2018年6月21日(木)
残すはあと一回です。

キャッスルでの通常例会進行役が本日最後となりました。

1年半ありがとうございました。

ニコボックス委員長が立っていたので

気持だけ。

第37回例会を祝して

　
皆

●本日この後、RCC年間報告、クラブフォーラムにて委
員会活動報告を行います。
●本日次年度年間行事予定表を配布しております。
●次回例会6/28(木)18:00～20:00＠ザ・コンダー・ハウス
(錦二丁目)

【リニモ沿線合同大学祭実行委員会】　加藤 様より
（当日は不在の為、菅原 浩昭 委員長より代理発表）
①行事（日時/行事名/場所及び内容）
2017年4月15日/日進長久手学生交流会/日進市・長久手
市の大学に在学する学生との交流会への出席
2017年4月30日/東海学生団体交流会/東海エリアの学生
団体が集う交流会への出席
2017年5月21日/第九回ありがとうクリーン/リニモの停車駅
の清掃活動イベントの主催
2017年6月10日/学コレ/旅行会社JST主催の、企業・学生
の交流会への出席
2017年12月10日/第6回リニモ沿線合同大学祭/地域の繋
がりを作り、活性化を目指すイベントの主催
②普段行っている練習内容や活動の頻度など
週一回　ミーティング

【わっしょい太鼓祭実行委員会】　大橋 史忠 様より
①行事（日時/行事名/場所及び内容）
2017年10月22日/第7回わっしょい太鼓祭お祭り当日/木曽
三川公園センター
2018年2月17日/合同練習会/高蔵高校様体育館で練習会
2018年3月18日/第7回わっしょい太鼓祭お祭り当日/木曽
三川公園センター
②普段行っている練習内容や活動の頻度など
29年10月に開催予定でしたが、当日台風が直撃し開催を
延期し、翌年の30年3月18日に同会場の木曽三川公園セン
ターで参加者350人と実行委員会スタッフ10名でわっしょい
太鼓祭を開催した。名古屋を中心とする約20チームの太鼓
チームに参加いただき、3か所に分かれた特設ステージで
各チーム2か所で2回の演奏とエンディングでは、一斉太鼓
として350人全員で「和の精神」を演奏し大変盛り上がりまし
た。大会当日までは、実行員会スタッフと小林先生他
GONNAのメンバーと月に一度大会運営設営の準備会議を
4回開催した。また、開催前の2月には合同練習会を開催
し、高蔵高校様の体育館をお借りさせていただき、150名ほ
ど参加いただいた。
③支援金の使用内訳
支援金を会場設営と太鼓の運搬の費用として使わせていた
だきました。ありがとうございました。
④その他要望
これまで、会場選びに苦労をしてきましたが、今回開催させ
ていただいた木曽三川公園センターは今後も開催を快く受
けていただくことができました。30年度も開催をしていく運び
となっております。どうか今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

ご多用中お越し頂きありがとうございました。
貴団体の更なるご活躍を祈念申し上げます。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

　みなさん、こんにちは！
　本日は酒井会長が国際大会へ出席されている為、代
理を務めさせて頂きます。
　また、本日はたくさんのゲストをお迎えしております。
RCC団体、OKUDA弁慶号より奥田 博昭 様、溝口 彰
様、NGUラブリッジ名古屋より松田　悠 様、わっしょい太
鼓祭実行委員会より大橋 史忠 様にお越し頂いておりま
す。一年間大変お世話になりました。お越し頂きありがと
うございます。さらに、佐野会員のご紹介で大塚 洋右
様、吉田 英樹 様がご見学に来て頂きました。最後にもう
一方、菅原会員の後任を努めて頂ける、大谷 まさみ様も
ご見学に来て頂きました。
　この後、クラブフォーラムにて各委員会の年間報告を行
います。ぜひRCCの皆様、見学者の皆様には我々が一
年間どのような活動をしているのかを知って頂ければと
思います。
　最後になりますが、本日は当ホテルで行う最後の例会
です。ホテルナゴヤキャッスルの皆様、一年間お世話に
なりました。そして来週はそのしめくくりである納会です。
現在、出席者が少ない状況です。今一度、日程調整をし
て頂き一人でも多くのメンバーで最後の例会を迎えれば
と思います。以上、代理の会長挨拶とさせて頂きます。あ
りがとうございました。

　ニコボックス報告 　 河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

髙木勝

野村治

遠山堯郎

浅野信　出口茂　不破直行　権田淳裕　長谷川裕一

樋口昌男　堀場和孝　加藤謙一　河合秀紀

水野紀孝　野々垣雄介　奥村与幸　佐野洋一郎

菅原浩昭　鈴木拓将　高木俊郎　高橋勝之

田中吉彦　山下智己　安田保　横田成人

ＲＣＣ団体より年間報告　進行：菅原浩昭RCC委員長

【OKUDA弁慶号】　奥田 博昭 様、溝口 彰 様より
①行事（日時/行事名/場所）
・2017年7月30日/サマーフェスティバル/あいち小児保
健医療センター
・2017年8月27日/サマーフェスタ元浜/東海市元浜公園
・2017年9月23～24日/招き猫まつりIN瀬戸/瀬戸市　青
の広場
・2017年10月3～4日/ｻｲｴﾝｽ･ｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/名古屋市
科学館
・2017年11月 5日/東海秋まつり/東海市製鉄公園
・2017年11月19日/父子のつどい/名古屋ｷﾘｽﾄ教社会館
発達ｾﾝﾀｰちよだ
・2018年3月3～4日/木山初市（熊本地震復興支援）/熊
本県益城町
・2018年3月10日/ぎふ梅まつり/岐阜市梅林公園

会員数 修正出席数 修正出席率
前回(6/7) 43 43 100.0%

　出席報告 　 　　　　　河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

前回(6/7) 43 33 76.7%
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・2018年5月5～6日/みずほスマイルウィーク/岐阜県瑞穂市
・2017年7月～2018年6月/たのしい夏まつり他8ヶ所/尾張
旭市他
（2017～18年　　合　計 18ヶ所で運行）
②普段行っている練習内容や活動の頻度など
毎週2日～3日　　車両メンテナンス/次回運行に関する準備
を行っています
・シーズンオフ（12月～2月）：車両メンテナンス
・シーズン中(3月～11月)：運行に関する準備/人員手配/運
行
③支援金の使用内訳
車両輸送のレンタカー費用に充当しました。
④その他要望
ぜひとも、お子様、お孫さんとご一緒にお越しいただき
OKUDA弁慶号に乗車願います。

③支援金の使用内訳
雑費、活動費。
④その他要望
2018年をもってリニモ沿線合同大学祭実行委員会は解散
いたすこととなりました。
（）・長久手市各所への連絡をするも返信が戴けず、連携が
取れていない。
・現実行委員の人数不足及び、その半数がすでに活動へ
の関心を持っていない
内部・外部の繋がりが希薄なものとなり、組織の存続が難し
く、形だけのものを作るよりも、本年度を持って組織を買う遺
体するほうが好ましいと判断いたしました。
これまでのご協力に大変感謝しております。今後何か別の
場・別の形にてご一緒する機会がございましたら、改めてよ
ろしくお願い致します。

【NGUラブリッジ名古屋】　松田　悠 様より
①行事（日時/行事名/内容）
2017年7月22日、29日/愛知県少女サッカー大会/少女サッ
カー選手を募って大会に参加。
2017年11月4日/知多なでしこカップ/少女サッカー選手を
募って大会に参加。
2017年12月23日、24日/愛知県少女サッカー選手権/少女
サッカー選手を募って大会に参加。
多数/サッカー教室/少年少女サッカー教室を開催。
②普段行っている練習内容や活動の頻度など
トップチームのホームゲームの後、時間がある日には、少年
少女を対象としたサッカー教室を開催しています。
③支援金の使用内訳
サッカー教室等開催のために必要な備品（マーカー、ター
プテント、クーラーボックス、シート、氷、飲料）購入に使用さ
せていただきました。
④その他要望
今後も、引き続きご支援を賜れれば幸いです。よろしくお願
いいたします。

　幹事報告　　　　　　　　　　　髙木　勝 幹事

当日(6/21) 43 30 69.8%
会員数 出席数 出席率
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事務局

例会場

司会進行　野村　治

　会長報告　　   　　　　　(代理)鈴木 拓将 副会長
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〒451-8551 名古屋市西区樋の口町3番19号

2017-18年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ

例会日

神野　重行

「それでこそロータリー」唱和

第37回例会

tel:052-253-7821　FAX:052-253-7820


2018年6月28日(木)

最後です。

一年間大変お世話になりました。

酒井年度、大変お世話になりました。有難うございました。

次年度も宜しくお願いします。

酒井会長、髙木幹事一年間おつかれさまでした。

一年間お世話になりました。ありがとうございました。

矢場とん公式野球部矢場とんブースターズが東海地区大会で

優勝しました。9月の西武ドームで行われる全国大会も優勝

目指して頑張ります。

みなさん、こんばんは！最後の例会になります。

みなさんお元気で、後任の大谷もよろしくお願い致します。

第38回例会(下期納会)を祝して

： 7月19日(木)　12時20分～13時30分
： ホテルナゴヤキャッスル3階「萩の間」
： クラブフォーラム「決算・予算・委員会方針」

発行日：2018年7月5日(木)

　会長・幹事へ花束贈呈

　閉会挨拶　　   　　　　　　　徳村 与幸 会長エレクト　こんばんは！
　この時期はクールビズでネクタ
イを締めないのですが、当グ
ループの株主総会と役員会もあ
り、17時からお酒を飲んでおり、
もしかすると遅れるかもしれな
かったのですが、2分前に到着
し、すごくいい気分でした。しか
し、会長挨拶で、

　6月末日をもって中部電力を出向し、ロータリーも退会となりま
す。先日も送別会を開いて頂き、恐縮しております。
　わずか1年半ですが、皆様とご一緒でき、楽しい時間を過ごすこ
とができました。お声がけを頂いた遠山さんには心より感謝申し上
げます。
　社会奉仕、RCC委員長を拝命し、分からないうちに時が経ってい
きましたが、唯一植樹ができたことはよかった点だと思います。熱
田営業所の近くなので、たまに見ておりますが、すくすくと育って
おります。是非次年度も続けてほしいと思います。
宮の杜RCが10年後に地区一番のクラブになることを祈念申し上げ
まして挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。

「こんなに楽なことはない」と仰せで、サンドバッグのように殴られた
気分でした。大好きだった酒井会長でしたが先日少し嫌いになり、
本日もっと嫌いになってしまいました。と、冗談はさておき、一年間
広い背中を見せて頂き本当に感謝しております。酒井会長のよう
にはなれませんが、来年一年間精一杯頑張りますので宜しくお願
い致します。

クラブフォーラム「クラブ細則改正について」

　開会挨拶　　   　　　　　　　　酒井 俊皓 会長

　乾杯挨拶　　   　　　　　　　　遠山 堯郎 会計

ホームクラブ例会皆勤賞　受賞
出口 茂さん　清 訓芳さん

おしいで賞！(欠席1回のみ)　受賞
佐野 洋一郎さん　高木 俊郎さん

　すべて終了しましたので後は飲むだけです。この一年間で一番
うまい酒が飲めると楽しみにしています。
　月2回の例会ならと思っていましたが、とんでもなかったです。例
会が終わったと思っているとすぐ次の例会が走ってくるような感じ
でした。もっとも私は、高木幹事の言われた通り動く操り人形の会
長ですのでその点は楽でした。それでも、例会、理事会ともにミス
をするんじゃないかというような高木幹事の冷たい視線を感じ、大
丈夫かいといつも心配顔の遠山さんの視線にさらされての一年
は、昨年の倍以上の深酒につながっていました。
　今日は何故か、肩から憑き物が落ちたようにいっぺんに楽になり
ました。奥村会長エレクトの御顔を拝見するとヤル気が漲っている
ようで素晴らしいなと感心しています。次年度の当クラブは奥村会
長の素晴らしいリーダーシップの下、昇り竜のごとき発展をすると
確信しております。
　長い人生の中でも、こんなに顔がほころんだことはありません。今
日は楽しませていただきます。有難うございました。

　【名宮会】会長杯表彰式

浅野慎之さん、おめでとうございます！！

　本日は特別な日だと思ってお
ります。一昨年の12月15日に仮
例会を、3月9日にチャーターナ
イトを行い、本日やっと1年の締
めくくりをでき、本当に感無量で
ございます。
　菅原さんが退会となることにつ
いては本当に残念に思います。

お世話になりました。ご唱和ください！宮の杜に乾杯！！

　菅原 浩昭 会員　～退会　記念品贈呈～

■クラブ細則改正版(案)※2018年6月12日メール送付済
　　　―承認―

堀場和孝　河合秀紀　牧野敬充　永田聡子

野々垣雄介　奥村与幸　佐野洋一郎　高木俊郎

高橋勝之　田中吉彦　安田保

　幹事報告　　　　　　　　　　　髙木　勝 幹事

遠山堯郎

加藤謙一

鈴木拓将

菅原浩昭

浅野信　出口茂　長谷川裕一　樋口昌男

　会長報告　　   　　　　　　　　酒井 俊皓 会長

　最後の例会です。どうしても顔がほころんでしまって
困っています。今日は、名実ともに会長報告をさせて頂
きます。
　最初に、24日にカナダ、トロントで開催された、ＲＣ世界
大会に出席してきました。オープニングでは、カナダの国
歌が唄われ、続いて、各国の国旗が順番に登場し、国名
が告げられるとそれぞれの国の参加者が立ち上がって
答えるという演出でした。その後は、アトラクションとして、
カナダの歌手2名の歌、民族舞踊、マジックなどが行わ
れました。最後にＲＩライズリー会長の奥様が登壇され
ファミリーの紹介があり、続いてライズリー会長の1年間の
活動、謝辞等があって閉幕しました。5万円近い登録料
は高いなとは思いましたが、是非一度は出席されてはと
思っています。来年はドイツのハンブルグ、再来年はハ
ワイのホノルルでの開催が予定されています。また、日本
人朝食会、2760地区ガバナーナイトにも出席しました。
ガバナーナイトでは、名古屋宮の杜ＲＣを宣伝してきまし
た。
　それから、6月15日に地区会長幹事懇談会がありまし
た。41のクラブが3％の会員増強をしたということでガバ
ナー賞を受賞しました。当クラブも2名の増強が認められ
て受賞しました。これが賞状です。事前に地区事務局か
ら当日登壇してほしいと言われていましたので何かと
思っていましたらガバナー特別賞を受賞することになりま
した。受賞したのは、名古屋ＲＣと当クラブだけです。受
賞理由は、名古屋ＲＣは、伝統を破って女性会員の入会
を認めたことです。当クラブは、創立1年目で女性会員が
入会したことです。壇上での受賞でしたので、懇親会の
席では、いろんな方からお声がかかり、少しは、我がクラ
ブの認知度が上がったなと思いました。これがその賞状
です。
　最後に、過日の台北、石橋ＲＣに台湾地震の義捐金を
お送りしたことにつき、台湾の消防庁から感謝状が贈ら
れてきましたのでここにご披露します。
　さて、皆さん一年間本当に有難うございました。ガバ
ナー賞、ガバナー特別賞は、佐野会員増強委員長のご
努力と女性会員永田聡子様のお蔭です。またＲＩ会長の

意を汲んで植樹ができたのも菅原社会奉仕委員長のお蔭
です。菅原さんはご栄転で退会されますが新天地でのご活
躍を祈念しております。毎回の例会を充実したものにと心を
砕いていただきました野村会場運営委員長、クリスマス例
会、旅行等盛り上げて頂きました高木俊郎親睦委員長はじ
め各委員長、委員の皆様、皆様のお蔭で、今日を迎えるこ
とが出来ました。最後に、陰に日向にリーダーシップのない
会長を支えてくれました高木勝幹事に感謝して最後の報告
とさせていただきます。

　出席報告 　 　　　　堀田 崇 出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ副委員長

会員数 出席数 出席率
当日(6/28) 43 27 62.8%
　ニコボックス報告 　堀田 崇 出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ副委員長

酒井俊皓

髙木勝

クラブフォーラム「委員会年間活動報告」

各委員会委員長より報告を行いました。
報告内容は別紙にて配布しております。
別紙をご確認頂きますようお願い申し上げます。

司会進行　河合　秀紀
「我等の生業」、「手に手をつないで」唱和

●本日この後、クラブ細則改訂について臨時クラフォー
ラムを開催 いたします。
●次回例会7/5(木)12:20～13:30＠ホテルナゴヤキャッ
スル1階「シャンボールの間」
例会後は旧理事会(決算理事会)→第1回定例理事会を
行います。

ROTARY CLUB OF Nagoya Miyanomori

　次回例会【第40回通常例会】

ROTARY CLUB OF Nagoya Miyanomori

日 時
会 場
卓 話

第38回例会
懇親会
進行:高木俊郎

浅野慎之殿

会長杯


