第 279 回 例会

〇 藤谷 猛 クラブ戦略委員長
いよいよ新年度のスタートです。岩崎会長、加
藤幹事による新しいアイリスの構築が始まります
ね。思いっきり暴れて下さい。心から応援してま
す。
〇 島村恵三 例会運営委員長
岩崎会長、加藤幹事、今年一年お世話になり
ます。よろしくお願いします。
〇 片桐栄子 出席親睦委員長
岩崎、加藤ペア、アイリスをよろしくお願いいた
します。
〇 ポルジド 米山奨学委員長
ハワイ大会の資料を作成しました。ぜひ皆さん
参加して下さい。
〇 深見和久 会員
岩崎会長、加藤幹事、晴れがましい日に参加
できて嬉しい限りです。一年間ご指導の程、宜
しくお願い致します。岩崎丸、出港！！
〇 須賀 祐介 会員
直前会長の竹内さん、片桐直前幹事、一年間
お疲れ様でした。
新年度岩崎会長、加藤幹事いろいろと大変だ
と思いますが頑張ってアイリスロータリークラブ
を盛り上げて下さい。私も微力ながらご協力さ
せて頂きます。応援しております！！
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島村恵三 例会運営・司会委員長
君が代 奉仕の理想
出席者数
28 名 / 34 名
出 席 率 82.35 %
前々回修正出席率
85.71 %
名誉会員 八神基様
東京あけぼの RC 馬越裕子様
米山奨学生 シエンカ様

ニコボックス
〇 八神 基 当クラブ名誉会員
アイリスの新しい一年が実り多いものとなりますよ
う。岩崎さん加藤さんフレーフレー！

〇 岩崎幸宏 会長
今年度スタートします。よろしくお願いします。
本日は、皆様お集まりいただきありがとうござい
ます。
〇 加藤正広 幹事
本年度、幹事を務めさせて頂く加藤です。1 年
間どうぞよろしくお願い致します。また 7 月お誕
生日です。亡き両親に感謝します。そして本日
東京あけぼのロータリークラブ馬越様ようこそア
イリスへ。
〇 竹内祐子 直前会長
本日より、いよいよ前途洋々2019ー20 年度ス
タートです。岩崎会長、加藤幹事よろしくお願
いいたします。あけぼのロータリークラブ馬越様
ようこそアイリスへ。
〇 青木恭子会長エレクト
岩崎会長、加藤幹事よろしくお願いいたしま
す。
〇 荒山久美 副幹事
岩崎、加藤年度始まりました。微力ですが、副
幹事としてお手伝い致します。よろしくお願いし
ます。
〇 安井 忠 会員増強委員長
岩崎会長、加藤幹事、本年度一年間お世話
になります。ご自愛下さい。
〇 安井 忠 会員
先日は竹内直前会長、島村君ありがとう。

7 月度 誕生日お祝い
7日
19 日
23 日
30 日

青木恭子さん
鈴田正道さん
鬼頭容子さん
加藤正広さん

乾 杯
新年度の出発をお祝いし竹内直前会長のご発声
で乾杯が行われました。
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仕事と人生を懸けてお勤めいただきました６人の歴
代会長さま、そして事務局をも代行されてこられた歴
代幹事様方に、わたくしは、心から感謝と御礼を申し
上げたいと思います。

パストエンブレム授与式
岩崎会長より竹内直前会長と片桐直前幹事 にパ
ストエンブレムの授与が行われました。

では 新年度方針
私たちは、名古屋アイリスロータリークラブの会員
としてそれぞれが再度 自覚しなければならないこと
が何点かあります。
一つ目は「われわれはスーパーボランティアであ
る」ということ。
そのためにいろいろな委員会という学びのプログラ
ムがあるということを自覚していただき、なおかつご
参加願います。
今年度は、２５RC 社会奉仕委員会の主幹も務め
る事となっております。このことは、我がアイリスにとっ
て、今年非常に重要なポイントとなります。大役であ
ります。無事、大役を果たせますように、社会奉仕委
員長の岩田広樹さんを中心に岩崎・加藤幹事はもち
ろんのこと、岩田委員長をとりまく奉仕プロジェクトの
みなさま全員でサポートし、いつも笑顔で運営に当
たっていただきたいと思います。
二つ目は、ロータリーのテーマを知る事です。
ロータリーのテーマには、①国際ロータリーのテー
マ、②第２７６０地区のテーマ、③我が名古屋アイリス
ロータリークラブのテーマの 3 つがあります。
せっかくですから やまぶき色の表紙の新しいクラブ
計画書をご覧ください。

会 長 挨 拶
みなさん こんにちは
本年度２０１９－２０年度 第７代会長を相務めさせ
ていただきます岩崎幸弘でございます。わたくしは、
みなさまご存知のとおり、浅学菲才（せんがくひさい）
まさに 絵に描いたような未熟者であり ただのお調
子者でございます。ただ 歳だけは６１と年月だけを
むだに重ねてまいりました。皆様にとっては、まことに
ご不安な点が多々あろうかと思いますが、この先は
皆々様のあたたかきご指導とご協力、そして厳しい
叱咤激励をいただきながらこの一年 疾風怒涛 一
気に懸けぬける所存でございます。
なにとぞよろしくお願い申し上げます。

因みにこの計画書は加藤正広幹事が今年３月ご
ろから作成にかかり何回も校正に校正を重ね、校
閲・印刷に藤谷猛元会長 製本装丁には荒山久美
元会長の絶大なるご協力のもと出来上がった苦心の
作であります。
〇３ページをごらんください。
本年度、国際ロータリー：マーク・ダニエル・マロー
ニー会長のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」で
す。長い文章ですが 一度はお目をお通しくださ
い。
〇次にクラブ計画書１５ページをごらんください。
第２７６０地区のテーマは「グローバルに考え 地
域社会とつながりロータリーを成長させよう」 －ポス
ト平成のクラブをデザインする－ であります。
〇最後に２４ページ
本年度、我がアイリスのテーマは 「アイリスは希望
に満ちて 新時代 ～前途洋々～」であります。
要はわたしたちには、まだまだ伸び代（のびしろ）が
あるんだ！！ ということが云いたいわけです。が
んばりましょう！

わが名古屋アイリスロータリークラブは、２０１３年に
発足してから早６年が過ぎ、いよいよラッキーセブン
の７年目に突入いたします。初代会長の八神基さん
2 代目荒山久美さん ３代目安井忠さん ４代目櫻井
孝充さん ５代目藤谷猛さんそして ６代目会長の竹
内祐子さんと アイリスをここまでつないでいただき、

またサブテーマである委員会への会長方針は次
の通りであります。
１．クラブ運営管理では、「寛容と協調の心でお互い
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助け合いましょう。 ～相互扶助～
２．奉仕プロジェクトでは、「みんなで笑顔と感動をわ
かちあいましょう。～破顔微笑～
３．会員増強では「ダイバーシティ的なコネクションを
活用して・・・ ～撼天動地～
です。

する事。
② 沢山の連絡やメールに対して、的確な処理を行
い間違いのない様にする事。
③ 資料等の書類に対し、不備や間違をしない事。
④ 会長とともにすべての例会や会議そして懇親会
に出席する事。
⑤ 各委員会がスムーズに活動が出来るよう、一緒
になって協力する事。
⑥ 最後に、事務局のマニュアルを作り上げ来年に
つなげる事。

公共イメージをより一層向上させ未来志向のクラ
ブ戦略をうちたてることができればわたしたちが ここ
に存在する意味があるのだと考えます。
全員参加の奉仕と親睦の実践プログラムとして
７回の特別例会に積極的に参加しましょう。

以上、全て岩崎船長を男にする為に、徹底してまい
ります、ご協力を宜しくお願いを致します。
1
それでは、新しいクラブ計画書の説明をさせて頂
きます。先ほど、岩崎会長が説明された所は、割愛
致します。
Ｐ25 理事役員委員会名簿であります。
委員長・副委員長さんは良いのですが、委員の方で
被っておられます。まず、例会運営・司会・受付・ニコ
ボックス委員会ですが、委員の方は全て被っており
ます、よって、島村委員長・深見和久副委員長の手
足となってお手伝いをお願いしますが、ただ、菊地
富士子さんはロータリー財団の委員長・福田さんは
会場監督委員長・岡本さんは、会計理事でもありま
すので、そちらをしっかりメインでお願いしたいと思い
ますが、身体はこちらのご協力もお願いします。
次に、出席親睦委員会ですが、深見礼子さん・山
田さんも各委員長ですので、そちらをメインにお願い
しながら、片桐委員長・澤田副委員長のお手伝い
は、宜しくお願い致します。
後のダブりも色々おられますが、その辺も委員長・
副委員長に任せ、皆で仲良く対応をお願いします。
よって、毎月どこかで委員会を開催して頂き、内容を
委員長様から私幹事へご報告を頂けますと、大変操
縦士としてはやりやすいです。是非、委員会を宜しく
お願い致します。
後は、４３ページ４４ページに皆様の住所録へ携
帯電話番号を入れさせて頂きましたので、これまで
以上に連絡を密にして、色々な作業を邁進して素晴
らしい航海をして行きたいと思います、
どうか一年、ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願
い致しました。幹事の方針とさせて頂きます。ご清聴
有難う御座いました。

７／１７ 花梨での親睦夜間例会
９／２５ 香楽での親睦夜間例会
１２／１８ クリスマス夜間家族例会
１／２９ たん熊での新年夜間例会
３／１１ ７階大宴会場 ザ・グランコートでの６ＲＣ
合同例会
３／１９ シェコーベでの親睦夜間例会
６／ ３ アイリス創立記念例会
とにかく 一年 ここがスタートラインです。
以上 会長挨拶を終わります。

幹 事 挨 拶
皆さんこんにちは、本年度幹事を仰せつかりまし
た加藤です。これから一年間、どうぞよろしくお願い
致します。
まず、私のロータリークラブに対しての思いをお話
しします。決して、好んで入会した訳では有りません
が、大事なお客様に薦められ身分不相応ですが、ア
イリスロータリークラブに入会させて頂きました。
色々な理事・委員長をさせて頂いて感じたのは、
大人の社交クラブと言うより、奉仕活動や色んな事業
を通じて社会人としての人格の研鑽の場であるような
気がしております。私も、青年会議所や色々な組合
等を経験して思うのですが、同じ会費で皆さんが募
っています。という事は、お客様は誰一人いないとい
う事で有ります。
アイリスと言う船に皆で乗り、各ポジションを全うし
ながら前に目に進んでいると思います、ようするに、
全員が乗組員なのです。会長は船長であり幹事は
操縦士と思っています。乗組員を安全に快適にする
為に、色々な指示をして上手に操縦しなくてはなりま
せん。航海士・機関士・通信士・部員と色々な場所で
の活躍を潤滑に行えるようにしなくてはいけないと考
えます。色々無理難題をお願いすると思いますが、
どうかこの一年宜しくお願い致します。
では、本年度岩崎船長を男にする為に、操縦士と
して何をしたら良いかという事をお話しします。
① 例会に喜んでいっぱい出席して頂き、新メーキ
ャップのルールに乗っ取り、全て 100％の出席に
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