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本多誠之会場委員長
「君が代」「奉仕の理想」
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長い間大変お世話になりました。
堀会長、田中幹事ご苦労様です。7月は私の誕生日です。
妻の誕生日にステキなお花をありがとうございました。先日、鈴木伸一さん
にお世話になり夢のギターをゲットしました。昨日、鈴木淑久さんにお世話
になりました。
1年間よろしくお願いします。
新年度が始まります。皆様にはお世話になります。
明日7月16日は結婚記念日です。49回目となります。
久しぶりです。
堀会長、田中宏幹事、1年間がんばって下さい。松波先生、鈴木伸一さん、
原田敬生さん､昨日はありがとうございました。
松波さん、湯澤信雄さん、鈴木伸一さん、昨日はお世話になりました。

堀さん、田中さん、1年間頑張ってください。
長野義明さん、入会期待しています。
マイクロソフトアカウントが中国からハッキングされてしまいました。皆様
ご注意を。今年度もよろしくお願いします。
田中宏さん､先日はありがとうございました。お世話になりました。

新年度に入り、堀会長、田中宏幹事、原田副会長、役員、理事の皆様ご苦
労様です。一年間頑張って下さい。一年間よろしくお願いします。

出席率　77.4%

会長挨拶
　皆さんこんにちは。2週遅れの今年度最初の例会
となりました。
　私は、第43代名古屋瑞穂RCの会長を勤めさせて
いただきます、堀慎治です。よろしくお願いいたしま
す。
　まず最初に、湯澤信雄会長、山口哲司幹事、1年間
ご苦労様でした。コロナ禍にあって今の運営が流動
的になり、大変だったと思います。特に山口幹事は残
念な思いがあったと聞いております。このエネルギー
を次の地区活動や今後の瑞穂RC活動に使ってもら
えると期待しています。
　本日はクラブ行事予定の関係上、私の会長方針とクラブフォーラムの2つ
を行わなければならないので、挨拶を終わりたいと思います。会員の皆様に
は、1年間ご指導とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

年度初め乾杯挨拶 湯澤信雄直前会長

田中政雄さん

会員69名　出席48名  （出席計算人数53名）

堀慎治会長

バッジ贈呈・伝達式

　皆様こんにちは。ただいま紹介頂きました田中政
雄でございます。入会したのが55歳､現在81歳にな
ります。長年にわたり、瑞穂RCで大変お世話になり、
楽しい生活を送らせて頂きましたが、寄る年波に勝て
ず退会ということになってしまいました。またうちの
息子達が大きくなってきたら入会させていただきた
いと思いますが、その時はその時でよろしくお願いし
ます。また、本日は私たちのためにも色々な事をしていただきまして､本当に嬉
しく思っております。いい思い出として残していきたいと思っておりますので、
本日はよろしくお願いします。ありがとうございました。

退会挨拶

幹事報告
例会後13：40より、第1回クラブ奉仕委員会をヒルトン名古屋4階「桜
の間」にて行います。
次週7月22日（木）、R規定により休会となります。

・

・

次々週7月29日（木）、クラブフォーラム・委員会方針をヒルトン名古屋4階
「竹の間」にて行います。
今年度出席扱いの件について、メールボックスに入れさせていただきまし
た。｢2021年12月末までは、自動メーキャップとする。なお、自クラブ出席
率30%が必要とされる部分は除外する。｣となりました。
2021-22年度 会員名簿をメールボックスに入れました。
※今年度より後ろのページに管理のためにナンバリングしました。
第9回WFF広告協賛募集のご案内もメールボックスに入れました。
ご協力お願いします。
地区より、熱海の災害義援金への協力要請がきております。29日に募金箱
をまわします。
休会中の入江さんより､近況報告をいただきました。｢3回目の脳梗塞で、本
当なら生きていないのが普通ですが、なんとか生きております。ですが心肺
停止が30分続き、低酸素脳症になり自律神経に変調があり、今は脳のリ
ハビリをしております。5月から入院をしており、10月末には退院になりそ
うです。ロータリーへの復帰は12月頃かと思いますので、それまで皆様どう
ぞよろしくお願いします。」非常に元気な様子で、お電話口では歌が歌えそ
うな感じの元気な様子だったという事です。
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田中 宏幹事

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
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　皆様こんにちは。堀会長年度、最初の1、2回は
休会になってしまいましたが、これから盛大にでき
ると願っております。会長の人徳もあるので、間違
いなく今年は盛大に瑞穂RCが開催・発展ができ
ると信じております。
　堀新年度の先行きが広がることを祈念して乾杯したいと思います。乾杯！

　湯澤直前会長より堀新会長へ、山口直前幹事より田中新幹事へのバッジ
の伝達が行われました。

出席報告 新見光治出席委員

ニコボックス 新見光治ニコボックス委員
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田中　政雄さん
渡辺喜代彦さん

関谷　俊征さん
堀　　慎治さん
田中　　宏さん
伊藤　　豪さん
岩田　吉廣さん

湯澤　信雄さん

原田　敬生さん
長瀬憲八郎さん
安井　友康さん

岡部　光邦さん

森　　裕之さん

稲葉　　徹さん　湯澤　勇生さん　森　　恒夫さん　長坂　邦雄さん
松波　恒彦さん　梅村　昌孝さん　鈴木　淑久さん　大嶽　達郎さん
鳥山　政明さん　村上　　学さん　近藤　茂弘さん　村瀬　俊高さん
萩原　孝則さん　北岡　寿人さん　渡邉　将之さん　杉江　建亮さん

内藤　晶文さん　新見　光治さん

ダイビング同好会：鈴木健司さん
委員会・同好会報告

　今週末17日（土）､18日（日）にダイビング同好会総会を開催しますので、参
加される方は体調管理に十分気をつけて、お越しいただくようお願いします。

7月誕生日おめでとう
内田　久利さん 　佐治　寬行さん 　渡辺喜代彦さん　岩田　吉廣さん
安井　友康さん 　湯澤　信雄さん　鈴木　圓三さん



会長挨拶
卓話

　1959年5月27日生まれで62歳になります。中村区の日吉小学校、豊国中
学校、明和高校、滋賀大学経済大学部を卒業し、伊藤忠エネクス株式会社入
社後、父の築いた太洋商事株式会社に入社し、現在代表取締役として仕事を
しています。小学校5年生から、大学卒業までサッカー部に所属し、日々サッ
カー一筋で、ゴルフを始めたのは太洋商事に入社してからでした。当時はゴル
フバブルと言いましょうか、ニギリがひどく社長の息子だからという理由で、皆
さんからのお誘いが多く逃げることも出来ず、そのおかげで多少ゴルフも上手
くなり、今では今川さんともたまにご一緒にラウンドしてもらう程度にはなっ
ています。
　入会当時の家族構成は、妻と母と娘2人の5人でしたが、今は、89歳のと
ても元気な母と、放し飼いをしてくれる妻と、次女が残していったメスネコと
の暮らしです。
　会社には主に、エアゾールに使用する噴射用ガスと空調冷凍に使用する
冷媒ガスと、特殊ガスを販売しています。お客様が、北海道から沖縄までい
らっしゃるので、日本国内はどこでも出張することができ、色々な意味で感謝
しています。海外は、台湾、マレーシアに現地法人があり、最近ではタイ､イン
ドネシア、ミャンマーと広がりつつあります。
　ロータリーの入会は平成17年（2005年）1月６日で内田久利さん、髙須
洋志さんの紹介でした。当時の瑞穂RCは割と縦社会で、野球経験が無い私
でも、若いからと言うことで、すぐにユニフォームと請求書をもらったり、メン
バーの人達と旅行するにも、仲間を連れてきなさいなどと無理を言う先輩も
いましたが、今では良い思い出です。
　次に、ロータリーについてです。まず最初に、今年のRIのテーマは、「奉仕
しよう　みんなの人生を豊かにするために」です。色んな人に奉仕をすれば
自分に良い思いが返ってくるのではないかということで、意外と瑞穂RCの
テーマにも合うのではないかと内心思っております。RI会長、第2760地区
ガバナー方針については、ガバナー訪問の際にガバナーが話して下さると思
いますので、自身の方針についてお話ししたいと思います。
　今年度のガバナー方針は、「チェンジロータリー 新時代への成長に！」　
～コロナゼロ・カーボンゼロ支援～です。
　私の会長方針ですが、「瑞穂RCを理解して、瑞穂RCライフを楽しもう」
というテーマで、キーワードは、インスパイアとインスピレーションです。
　過去のRI会長も言っていた事ですが、私なりにインスパイアは鼓舞する、
発憤させる、刺激を受けるという意味で、インスピレーションは発想を持つと
いう風に考えており､皆様にもそのように捉えて頂きたいと思います。
　最初に「瑞穂RCを理解する」と言いましたが、理解するという切り口は
色々ありまして､当然皆さん素晴らしい企業主なので会社の経営などはお聞
きすれば答えは返ってくると思いますが、新入会員さんは先輩に経営のこと
を聞いて自分も刺激を受ける､先輩は若い人から元気をもらうという風に双
方が例会に来ることでクラブが完成するのではないかと思っております。瑞
穂RCには色々な切り口があります。例えばゴルフですと泉さんはCGAの役
員を務めておられますし、当クラブには、アマチュアとして今川さんや山口さ
んのように素晴らしい方がおられます。ゴルフに関しましてはそういった方々
に教えて頂ければ上達するのではないかと思います。また職業奉仕では、松
波先生は動物の避妊手術ボランティア、岩田さんはマラソン大会やワンコイ
ン健診、本多さんは障害者雇用できくらげ栽培、花井さんや萩原さん､安井
さんはあつた宮宿会の活動など色々な奉仕のやり方があります。そういった
切り口でも勉強になるのではないかと思っています。瑞穂RCの会員には非
常に多種多様な方々がいらっしゃいます。よくロータリーの研修の時には、｢
ロータリークラブは人生の道場である｣と書いてありますが、まさしく名古屋
瑞穂RCは人生の羅針盤ではないかと思います。そして70､80､90才と長生
きをしてクラブに貢献していただければなと思います。特に先輩方は本当に
お元気で、私はそんな先輩の年齢まで生きることが出来るのかと心配になる
ときもあります。ですが、このように皆さんとお会いすると､逆に生きる力を得
られるんじゃないかと思っておりますので、若い会員の方は、瑞穂RCを理解
して瑞穂RCのクラブライフを楽しんでいただきたいなと思っています。です
のでこの方針を掲げさせていただきました。
　次にクラブの活動計画です。1つ目は、「4つのテストの実践」です。4つのテ
ストの実践は、瑞穂RCの運営において実践してもらいたいと思います。
　2つ目は、「退会防止と会員増強」です。今回2名の方が新入会員となって
いただけるということで、会員の方をどんどん入れていただきたいです。退会
防止については、お体が悪いなどの理由でやむを得なく退会される方もいま
すが、諸先輩方にはくれぐれもお体に気を付けて､いつまでもRCに出席出来
るようにして頂きたいなと思います。退会防止=健康と考えていただければ
と思いますのでよろしくお願いします。
　3つ目は、「世界大会に参加しましょう」です。来年はヒューストンで開催さ
れます。私も参加を予定しておりますので、もし参加される方がお見えでした
らご一緒したいなと思います。
　今年1年、皆様のご指導・ご鞭撻をいただいて、無事来年6月の世界大会
へ行きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

堀慎治会長 第1回クラブフォーラム（決算・予算）

●収入の部
　協力金、会費、例会費、R財団寄付、米山記念奨学会寄付、地区資金関係
費、社会奉仕市内25RC分担金、来訪者会費、40周年事業基金取崩収、米
山奨学生受入、雑収入ということで、当期収入合計が38,295,583円となり
ます。前期の収支差額が、10,059,091円。合計が、48,351,674円となりま
す。
●支出の部（1）
　ロータリー組織関係です。RI関係が小計521,031円、全国関係が小計
2,401,390円、地区関係が小計3,399,400円で、合計が6,321,821円で
す。
　例会費は、小計で12,333,193円となります。例会費につきましては、例会
が少なかったので半分ぐらいの出費となっております。
●支出の部（2）
　委員会活動費ですが、コロナの関係でかなり出費が少なくなっておりまし
て、小計1,909,528円ということで半分以下となっております。
　管理費は事務局の引っ越しがありましたので出費が増えております。小計
が12,208,092円となります。予備費が0円、当期支出合計が32,772,634
円、当期収支差額が5,522,949円、時期繰越収支差額が、15,582,040円
ということで、コロナの影響で500万円ほど黒字となっております。
　続きまして、貸借対照表です。資産の部に合計が、38,419,624円、負債の
部の合計が、38,419,624円となります。
　続きまして、ニコボックスの収支計算書です。収入の部は、収入合計が、
14,990,603円、支出の部は、時期繰越収支差額が、14,698,673円となり
ます。
　続きまして、40周年の報告です。収入の部は、ニコボックスからの
10,000,000円と利息で、合計が、10,000,546円で、支出の部は、楽器など
色々ありまして、合計が、3,327,906円となりまして、余りが、6,672,640円
となっております。

2020-2021年度決算報告書：大嶽達郎直前会計

監査報告：稲葉徹監査

2021-2022年度収支予算案：田中宏幹事
●収入の部
　協力金、会費、例会費、R財団寄付、米山記念奨学会寄付、前地区資金関
係費、社会奉仕市内25RC分担金、来訪者会費、地区補助金関係、40周年
事業基金取崩収、米山奨学生受入、雑収入ということで当期収入合計が、
32,417,757円、前期繰越が3,691,000円。収支差額が、11,891,040円、
合計が、47,999,797円です。会員1人当たりの年間費が、455,180円とな
ります。
●支出の部（1）
　RI関係の小計が、551,559円、全国関係小計が、1,840,330円、地区関
係の小計が、2,414,300円、合計で4,806,189円、クリスマス会などを含む
例会費の小計が、17,452,020円となります。
●支出の部（2）
　例年と変わりましたのはIACの年次大会で1,000,000円を計上、小計が
5,620,650円。管理費他諸々含めまして10,357,988円。予備費の
9,462,950円を足して、当期支出合計47,999,797円です。

　去る7月6日に事務局に於いて、名古屋瑞穂ロータリークラブ令和2年7月
1日より、令和3年6月30日にかかる年間収支決算書、及び令和3年6月30
日現在の貸借対照表について監査を行いました。監査の結果、これら財務諸
表は、上記年間の収支及び令和3年6月30日現在の財産の状況を適正に表
示しているものと認めました。

質疑応答
ご意見
収入の部でR財団地区補助金というのがありますが、今までは無かったと思
うのですが。支出の部では0円となっています。どういう事ですか？
回答
青少年奉仕のIACに対するパソコン等々の寄付が地区補助金として地区か
らおりてきますので、その部分が収入としてあげさせて頂いております。30万
円ほどクラブから寄付という事になっています。

例会のご案内

■次々週卓話

■次週の行事

定款により休会

第2回クラブフォーラム（委員会方針）
7月29日（木）    

7月22日（木）    ■今週

8月5日（木）    
テ ー マ
卓 話 者

企業トラブルにおける探偵の使い方
株式会社TITAN代表取締役
後藤啓佑さん
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