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第 298 回 例会 

2019年 12月 4日 13:00～ 

■司  会 島村恵三 例会運営・司会委員長 

■斉  唱 君が代 奉仕の理想 

■出席報告 出席者数 21 名 / 34 名 

 出 席 率 61.76 % 

■ゲ ス ト 米山奨学生 施艶霞さん 

■ビジター 名古屋栄 RC 名誉会員 八神基様 

ニコボックス 

〇 名古屋栄 RC 名誉会員 八神基様 

今日もありがとうございます。年内最後の出席とな

ります。 

〇 岩崎幸弘 会長 

12 月に入りました。お誕生日月の皆様、おめでと

うございます。施艶霞さん、しっかり勉強してます

か？ 

〇 加藤正広 幹事 

本日、例会の中で年次総会を行います。宜しくお

願い致します。 

〇 青木恭子 会長エレクト 

本日、例会で年次総会が行われます。宜しくお願

い致します。 

〇 荒山久美 副幹事 

次年度人事の説明をしますので宜しくお願い致し

ます。 

12月度 誕生日お祝い 

10日 安井嗣博さん 12日 菊地富士子さん 

21日 片桐栄子さん 22日 生田瀬津子さん 

25日 八神基さん   

会 長 挨 拶 

１週間のご無沙汰でござ

いました。岩崎幸弘でござ

います。さて師走の候、今

年も残すところわずかとなり

ました。みなさま お変わり

なくお過ごしでしょうか。わ

たくしの先週から今週のハ

イライト①12 月 1 日 日曜

日、 誰でも知っている音

楽家小澤征爾が率いる小

澤征爾音楽塾の公演の先行発売がありました。電話

先行でしたが・・・。東海テレビ放送 2020年 03月 29

日(日) 15:00 開演、愛知県芸術劇場大ホール J.シ

ュトラウス II:喜歌劇「こうもり」。以前は 1 日中電話が

鳴りやまず初日完売という人気公演でしたが、今回

は午前中でピークは終わり 午後はポツポツ、まだま

だお席には余裕がございます。②12月 2日 月曜日 

FM ラジオ「MID FM 761」に出演いたしました。東

区を中心にこの地方だけで聴くことのできる FM局で

す書道家 一ノ瀬芳翠さんとの対談形式の 30 分番

組で楽しくお話させていただきました。③祖父江町

は日本でも有名な銀杏の町ときいて行ってきました。

黄色の葉っぱと赤い名鉄電車のコントラストがすばら

しいと いつもは無人駅の山崎駅に駅員がでるほど

の混雑状況だそうです。 

わたしは M 知事のごとく夜くるまのなかから 軽く

視察いたしました。ライトアップされて 美しかったで

す。以上、師走の独り言でありました。会長挨拶をお

わります。 

幹事報告 

大変残念ですが、林功さんが 12月 31日付で退会さ

れます。先ほどの理事会で承認されました事を皆様

にご報告致します。 

卓 話 

名古屋栄 RC 名誉会員

八神基様より卓話を頂戴い

たしました。ご自身の会社で

は名誉会長になられた事、ワ

インのエキスパートの資格の

話、クラブで国家君が代をな

ぜ歌うことになったのか、戦

中から戦後の変化、ロータリ

ーソングの成り立ちなど楽し

く面白くお話を頂きました。八神名誉会員少ない時

間の中で本当にありがとうございました。 

年次総会 

2019-2020 年度 名古屋アイリスロータリークラブ

年次総会が開催されました。加藤幹事の総会成立

宣言に続き議長指名を受けた岩崎会長により本総

会の議案として「2020-2021 年度理事及び役員選

出」に関する件について審議が始まりましたが、その

場での立候補者は無く、理事会案が賛成多数により
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決定いたしました。選出されました 2020-2021 年度 

理事・役員は以下の通りです。（敬称略） 

理事・役員 会長 青木恭子、理事・役員 会長エレ

クト 菊池富士子、理事・役員 副会長 岩崎幸弘、

理事・役員 幹事 荒山久美、理事 副幹事 山田

智博、理事 副幹事補佐 加藤正広、理事・役員 

会計 岡本聡哉、理事・役員 クラブ管理運営（会場

監督） 福田 守、理事 クラブ管理運営（例会・親

睦） 島村恵三、理事 公共イメージ向上 藤谷猛、

理事 奉仕プロジェクト 矢口隆明、理事 ロータリー

財団 深見礼子、理事 米山奨学 鮑尓吉徳、理事 

クラブ戦略・会員増強 安井忠 

青木恭子次年度会長 挨拶 

2020 年～2021 年度会長

にご推薦頂きました青木で

御座います。今日、ビジター

でご出席頂いております八

神さんのご紹介で名古屋ア

イリスロータリークラブに入会

させて頂きました。今年で 7

年目になります。7 月 7 日生

まれ。車のナンバーは「７０７

７」。7が連なりラッキーセブンに囲まれ幸せな年度に

なりたいし皆様と仲良く親睦を深め楽しいロータリー

クラブであればと願っています。また、2760地区の他

のロータリークラブとのつながりも深いものとなるよう

に皆様宜しくお願い致します。とても自分では会長

などさせて頂く人物では御座いませんが理事の皆様

と共に年度を尽くしたいと思う所存でございます。 

荒山久美次年度幹事 挨拶 

2013 年 6 月に創立された

当クラブですが、初年度以

来 2度目の幹事の役目となり

ました。設立当時、親クラブ

からの出向もなく、ロータリー

経験者は複数いたのです

が、殆どの会員が何の知識

もないまま船出をしたアイリス

丸なのでした。女性会員の

比率を多くしていること、事務局を置かないことで会

費を 30 万円に抑えていることなどがこのクラブの特

徴のひとつでもあります。比較的に低価格の会費に

も関わらず、「美味しいランチがいただける名古屋ア

イリスの例会」は、お越しいただいたゲストやビジター

にも好評で、すっかり定着しているように感じます。

ANA全日空ホテルの福田社長始め、当クラブのため

にいつもお世話になっているスタッフの皆々様には

多く頼っているところがあり、改めて感謝申し上げる

次第です。 

敬称は略しますが、八神、荒山、安井、櫻井、藤

谷、竹内、岩崎の７名の会長で、アイリス丸は難破も

せずに航行を続けてまいりました。八神年度はとりあ

えずロータリーって何？と疑問を持ちつつ親睦活動

でそれぞれがお近付きになりました。荒山年度は、と

に角何かやってみようよと色々奉仕活動を始めまし

た。安井年度からは名大小児科病棟に良いことが出

来ました。櫻井年度には地区補助金の申請も実施し

てお笑い芸人さんを呼んで子供達を喜ばせました。

藤谷年度には小児ガン基金の事務所で使用する什

器などを寄付しました。竹内年度は移動プラネタリウ

ムで病気の子供達やご家族にひとときの楽しみを提

供しました。岩崎年度はドクターカーの支援金を捻

出しました。たった 7 年間の新設ロータリークラブの

割には結構多くの社会奉仕活動を実施してきまし

た。この数年間に限っては、社会奉仕を引き受けて

いただいた長谷川さんや岩田さんに沢山活動してい

ただきました。他には親クラブからの圧力でもあった

と思いますが、毎年一度も空くことなく米山奨学生を

引き受けております。荒山年度時に「YES」といった

覚えがないのに「お引き受けいただきありがとうござ

います。」の文書が届いたことを覚えております。そ

の後どうも自動的に引き受けることになっております

が、米山奨学生を延べ 6年間カウンセラーとともに支

え続け、毎年受け入れることが慣例となり、今では立

派なアイリスの奉仕活動のひとつとなりました。昨年

度は青少年奉仕活動の一環でローターアクトのホス

トクラブも経験し、安井（嗣）さんには相当ご尽力いた

だきました。ボルジドさん、竹内さん、荒山は地区に

も出向経験あり、クラブとして地区にも貢献していると

言えます。 

アイリスの会員構成としては現役の会社役員の方

が多いことから、次年度は出来るだけ例会時に何で

もやってしまおうと考えています。理事の人数を何と

か減らそうと努力しましたが、今回は実現できません

でした。例会時の平均出席率は約 60％です。毎回

の出席人数はこうしたことから 20-22人ということにな

ります。理事の人数は 14名です。頭でっかちの理事

会のあとは会員 6-7 名を加えての例会ということにな

りますので、食事の後の 30分間を有意義に使い、会

員の皆様と各奉仕プロジェクトや地区の委員会開催

後の説明など、話し合いや意見交換会のような場に

したいと思います。出来るだけオープンに物事を進

めていくことで、毎週水曜日に美味しい昼食が出るこ

の例会に出席してよかった、ロータリアンとして何か

良いことをしていると感じていただけるようにしていき

たいと思います。 

 

 


