尾張旭ロータリークラブ
・会長 桜井 雅博・幹事 菊田 利昭・公共イメージ向上委員長 谷口 亜弥
・例会日 毎週金曜日 12：30
・例会場 〒488‐0801 尾張旭市東大道町原田 2570‐3 尾張旭市商工会館内
・事務局 尾張旭市商工会館 TEL 0561‐54‐1263 FAX 0561‐54‐8945
・E‐mail：jimu@owariasahi-rc.org
URL：http://www.owariasahi-rc.org

2021-22 年度地区方針
「チェンジロータリー

本 日

第２４１６回

新時代への成長に！」～コロナゼロ・カーボンゼロ支援～

２０２２年１月１４日（金）

No.２２９７

本日のプログラム Today's Program

卓話担当者：プログラム委員会

点

鐘

司

斉

唱

前 回

１２：３０
「 我等の生業 」

第２４１５回

演

者：菊田 利昭幹事
題：「 1年の抱負 」

２０２２年１月７日（金）

「君が代」・
「奉仕の理想」
〇斉唱：
出席率 72.72％
〇出席者：会員 22 名中 16 名出席
〇特別出席者：森 和実尾張旭市長

会長挨拶

会

桜井

雅博

明けましておめでとうござい
ます。本年も宜しくお願い致
します。
さて今年は世界的に大変化
の年とも言われています。
占星術では 200 年に一度の転
換期で、
「土の時代から星の時代」になるそうです。
所謂 内燃機関による産業革命の時代から、コンピ
ュータとインターネットによる情報化社会の時代
に変遷してきております。アップル、ソニーが電気
自動車を作る時代です。
覇権国家としては、スペイン・オランダからイギ
リスそしてアメリカと変遷し、現在は米中覇権争い
の真っただ中です。
日本では明治維新から第一次、第二次世界大戦を
経て、敗戦国として間もなく 80 年を迎えようとし
ています。そしてソ連崩壊から東西ドイツ統一を経

記

録

て、日本は閉塞した 30 年を過ぎようとしています。
シンニホンとして日本の再起動を期待したいです。
私においては、今年 古希を迎える歳になりました。
我ながらビックリです。
さて、私は 30 年前の富山転勤時代に三協・立山ア
ルミを営業していた頃のビルサッシ大不況の記憶
が生々しいです。その時の教訓としては、兎に角
生き残ることが一番重要で、「一点突破集中を旨と
する」ことにしています。今の尾張旭ロータリーク
ラブにおいては、「会員増強」であると思います。
本年も引き続きご指導ご鞭撻ほど宜しくお願い致
します。
尚 本日の配布資料は宮崎正弘の交際情勢解題
です。

初例会挨拶
名誉会員
森 和実尾張旭市長

職業奉仕月間
１月２１日（金）
１月２８日（金）
２月４日（金）
例 卓話担当者:田中 祐子さん 卓話担当者:職業奉仕
卓話担当者:金森 俊輔君
卓話者:
〃
委員会
卓話者:
〃
会
演題:「健康経営で地域に 卓話者:地区職業奉仕
演題:「 未定 」
活力を」
委員会 副委員長
予
荒川 雅義 君
演題:｢職業奉仕について｣
定

２月１１日（金）
休会
定款による休会

乾杯

第11回理事役員会
日
時： 2022 年 1 月 7 日 (金)13:40~
場
所： 尾張旭市商工会館内 第１会議室
報告事項：１）会長からの報告（桜井会長）
２）2021 年 12 月度会計報告
（金森会計委員長）
・承認された。
３）年忘れ家族会決算報告
（江尻親睦活動委員長）
・承認された。
協議事項：１）令和 4 年城山公園さくらまつり
協賛について
（谷口 亜弥公共イメージ向上委員長）
・通年通り協賛で了承された。

幹事報告
･12/23(木)尾張旭市社会福祉協議会第 2 回評議員会
於尾張旭市保健福祉センター
桜井評議員 出席

おめでとう

２）創立 50 周年記念植樹･WFF カーボ
ンゼロ植樹事業について
（山田社会奉仕委員長）
・ソメイヨシノ 2 本を植樹すること
で了承された。
３）会員増強パンフレット作成について
（桜井会長）
・戦略委員会で検討する。

〇結婚記念日祝福
１月１５日 菊田
〇誕生日祝福
１月 １日 井田
１月 ８日 森
１月２９日 菊田

利昭君

４）50 周年記念誌の内容案について
（桜井部会長）
・部会打ち合わせで検討する。

武憲君
和実君
利昭君

５）伊那 RC との交流例会について
（菊田幹事）
・蔦茂・藤岡ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞを予定。

妻

安子様

ニコボックス
〇初例会を祝って。
出席者全員
〇新年あけましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願い致します。
年男君
〇明けましておめでとうございます。本年も宜しく
お願い致します。
桜井 雅博君、金森 俊輔君、森 友子さん
〇明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いします。来期は会長をさせて頂きます。
身の引き締まる思いです。
菊田 利昭君
〇結婚記念日を祝っていただき。
菊田 利昭君
〇妻の誕生日を祝っていただき。
菊田 利昭君
〇79 歳になりました。両親に感謝です。
井田 武憲君
〇年忘れ家族会、皆様のご協力ありがとうございま
した。新年あけましておめでとうございます。
江尻
豪君
〇お年賀状ありがとうございました。今年もどうぞ
よろしくお願いします。
加藤 清久君
〇明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願い致します。本日の尾張万歳楽しみです。
田中 祐子さん
〇新年あけましておめでとうございます。今年こそ
通常なロータリー活動を願っております。
西尾 輝久君
〇本日の卓話担当は例会運営委員会です。皆様充分
に楽しんで下さい。
古橋 裕志君

６）家族旅行案（江尻親睦活動委員長）
・知多半島、美浜町野間で検討する。

卓話
「尾張万歳」
例会運営委員長 古橋 裕志
新年あけましておめでとうございます。皆様も今
年こそはという気持ちで望まれる方も。ここ一昨年
以降、ストレスと不安な気持ちで過ごされ、また、
今年もと言う思いが多々あるかと思われます。
2022 年初例会は、福を招き、めでたさと笑いと楽
しさでスタートして頂ければ幸いに存じ、今回、国
指定重要無形民俗文化財の「尾張万歳」の方々をお
招き致しまして、ご披露させて頂きました。良き一
年でありますように。

国指定重要無形文化財
尾張万歳保存会会員
会長 北川 勝久様

