
～水と衛生月間～
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
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「我等の生業」
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会長挨拶

第2000回例会

堀慎治会長

次週4/7（木）南RCとの合同例会でガバナー公式訪問となります。
場所は名古屋観光ホテル12：30～2F「曙の間」です。当日受付で
お配りする「ゼロバッチ」を付けてご参加ください。
4/10（日）は春の家族会の予定です。場所は志摩観光ホテル「ザ・
クラシック」です。本日電車のチケットを村上さんから配布させて
いただきます。ご確認お願いします。
次々週4/14日（木）の例会会場は、名古屋東急ホテル3階ルネッ
サンスです。お間違え無いようお願いします。
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幹事報告 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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　みなさんこんばんは。今日は2000回例
会という節目の例会であります。またI.D.M
も同時に開催されます。私が会長になり、
2000回を迎えることができ非常に光栄と
思っております。これで「2000回を開催し
た会長」として名を残すことができたと感
じております。
　今週月曜日に開催されました、福岡西R
Cとのお花見例会にご参加された会員の
皆様お疲れ様でした。約2年半ぶりに福岡
西RCに訪問させていただいて、本当に友好クラブはいいな。楽しい
な。と感じました。日曜日からお邪魔してゴルフをご一緒させていただ
き、長い間お世話になりました。日曜日にお伺いした際は、福岡の鶏
皮の元祖のお店で食事をさせていただき、お酒も入り非常に和気藹
と々した空気で楽しむことができました。昼間のゴルフを福岡RCの皆
様と楽しみ、に夕方には、アサヒビール工場のビール園でお花見例会を
させていただきました。ちょうど当日福岡は桜が満開で「非常にいい
タイミングでお越しになりました。」という話で盛り、本当に楽しい一
日を過ごさせていただきました。次年度は友好クラブ30周年という
ことで、福岡RCの次年度会長と「ぜひド派手にやろう」という約束を
してきました。瑞穂RCの次年度会長、幹事も喜んでやらさせていた
だきます。と聞いておりますので皆様、楽しんでお待ちください。
　また、本日はI.D.Mです。若手会員と、色々会話をしていただいて、私
の年度の方針でもあります「瑞穂RCを理解して楽しんでください」と
いう趣旨で、先輩からいろいろ困ったこととか面白い話を聞き、この先
輩なら尊敬できるから、これからもついていきたい。など、今後も「こん
にちは」と挨拶をされるような機会の一つとしていただければ良いと
思っております。先輩方は、若手に対して「優しくこんな会だよ」と、正
しいビジョンを示していただければありがたいと思っております。今日
一日楽しんでいただきますようお願いします。

出席率　80.1％
会員70名　出席47名  （出席計算人数54名）

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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堀　　慎治さん

村上　　学さん

田中　　宏さん

天野　正明さん
梅村　昌孝さん
山口　哲司さん
亀井　直人さん

森　　裕之さん

野﨑　洋二さん

鳥山　政明さん　櫛田　篤弘さん　鈴木　淑久さん　湯澤　信雄さん
　湯澤　勇生さん　安井　友康さん　岡部　光邦さん　杉山　裕一さん
　内藤　晶文さん　伊藤　　豪さん　長谷川　隆さん　杉江　建亮さん
市岡　正蔵さん　鈴木　健司さん　渡辺　喜代彦さん　長瀬　憲八郎さん

　松田　浩孝さん　大和　直樹さん　新見　光治さん

福岡西RC訪問で旧交を温めて参りました。連日歓待を受けて参りまし
た。名門の古賀カントリークラブでの親睦ゴルフではニヤピン賞を貰い
ました。因みにドライバーでのワンオンでした。下の孫が私学の滝中学
に、上の孫は国立北海道大学（北大）の理工学部に各々合格致しまし
た。北大は会員長谷川先生の母校ですね。これをご縁によろしくお願い
致します。
クラブ奉仕委員会の皆様お世話になります。また、福岡西
RCのお花見例会参加の皆様お疲れ様でした。
先日の福岡西RC訪問に御参加の皆さん、お疲れ様でした。
次年度は姉妹クラブ提携30周年なので、気持ちと身体の
準備をお願いします。
4月から東京に異動になり、退会させていただくことに
なりました。短い間でしたがありがとうございました。
東京にお越しの際はお声がけ下さい。
福岡西への遠征大変おつかれ様でした。
古賀の洗礼をしっかりあびました。
本日のI.D.M宜しくお願い致します。
先日は福岡遠征お疲れ様でした。本日I.D.M宜しく
お願いします。
久しぶりの例会を祝します。
今日は宜しくお願いします。
いろいろありがとうございます。
梅村さんにお世話になりました。
福岡西ロータリークラブお花見例会にお世話になりました。
皆さんありがとうございました。
久しぶりの会食楽しみです。

大嶽　達郎さん

本多　誠之さん

山本　庸平さん

表彰

4/9（土）熱田RAC担当の例会は、担当の鈴木淑久さんですので
ご準備お願いします。
次年度クラブ計画書作成のための今年度事業報告を、各委員長
にお願いを提出をお願いしております。提出期限が４月7日（木）
まででございますので皆様よろしくお願いします。

ポールハリスフェロー表彰として山本庸平さんに堀会長より、
記念品が手渡されました。

・

・



乾杯の挨拶 湯澤信雄 直前会長

　どうも皆様はこんばんは今日は2000回記念例会兼I.D.Mという
ことで親睦委員会の皆さんクラブ奉仕委員会の皆様設定ありが
とうございました。2000回記念ですから、皆さん大いに飲んで
いただいて、また先ほど大嶽委員長から話がありましたように、
各テーブルで新しい会員の方に色々「瑞穂RCってこうなんだよ。」
とか、堀会長の瑞穂RCを理解する。という趣旨で楽しくご指導
いただければと思います。お集まりの皆様のご健勝を祈念して
乾杯したいと思います。声高らかにお願いします。乾杯！

春の家族会について 花井芳太朗 親睦委員長

福岡西RCとのお花見例会・ゴルフ（芥屋GC/古賀GC）

例会のご案内
■今　週 ガバナー公式訪問

時　　　間：12：30～13：30
場　　　所：名古屋観光ホテル2階「曙の間」

テ　ー　マ：相続について（仮）
卓　話　者：佐々木広美

場　　　所：志摩観光ホテル「ザ・クラシック」

4月7日（木）    

4月14日（木）    

春の家族会4月10日（日）    

■次々週卓話

■次　週

退会の挨拶 山本庸平さん
　私、東海東京証券新瑞橋店に2年前に着任したしまして、個人的には
少なくともあと1年＋αぐらいはさせていただくと思っていまして、コロナ
もあり、入会が少し遅れてしまって、入会自体も数ヶ月前にご挨拶させて
いただいたばかりなんですが、弊社の東京にオルクドールという部署が
ございまして、そちらに移動することになりました。
　入会するときは、例会に参加するときは毎回不安な気持ちだったんで
すけれども、本当に皆様気さくに接してくださって、これから野球であっ
たり、ゴルフを楽しんでしたいな。と思っていたので非常に残念です。け
れども後任の支店長も瑞穂RCに入りたい。と申しておりますので、理事
会の方でご承認いただけましたら、皆様にお世話になると思いますので
宜しくお願いします。本当に短い間でしたがお世話になりました。ありが
とうございました。

は、インフォーマルディスカッションミーティングでありますので
（インフォーマル）堅苦しくならずに楽しくお話をしていただけれ
ばと思っております。

■3/28（月）芥屋ゴルフ倶楽
　部にて福岡RCの皆様と親
　睦を深めました。

■3/29（火）古賀ゴルフ倶楽
　部にて福岡RCの皆様と親
　睦を深めました。

■3/28（月）福岡RCの皆様
　と元祖鶏皮のお店で大い
　に飲んで親睦を深めました。
　次年度友好クラブ30周年
　に向けても色々お話できま
　した。

I.D.Mについて 大嶽達郎クラブ奉仕委員長
　コロナの影響がありまして、この2年半ぐらい空きまして、2年半
ぶりのI.D.Mということになります。今年のテーマは「新しい会員と
親睦を深めよう。先輩会員とのお話を聞こう。」ということにさせ
ていただきました。ちょっと数えましたら、ここ3年で12名ほどの
新しい会員の方が入会されましたが、こういうコロナの状況で例
会も少なく、夜間例会もなかったですから、新しい会員の方と話
をまだしてないという方もいらっしゃるかと思いますけれども、今
日は大いに楽しくお話をしていただければと思っております。I.D.M

　先ほど幹事より報告がありましたけども、４月10日は春の家族会
でございます。チケットの方を村上さんに用意していただいています。
乗車前の集合はなく、直接電車にご自身で乗ってください。また、ご参
加のお子さんやお孫さんのアレルギーがもしございましたら、私か村
上さんにご連絡ください。それでは4月10日はどうぞよろしくお願いい
たします。

委員会・同好会報告


