
 

本日の例会（第１４４１回）    ２／２３（水） 

《優良警察官表彰》 

◆卓話紹介会員 社会奉仕委員会  副委員長  西脇  良一君 

◆スピーカー 愛知県北警察署  署    長  井戸  義富様 

◆題    名 愛知県の交通事故の現状と対策 

次回の例会（第１４４２回）      ３／４（金） 

◆創立30周年記念式典を行います。 

（集      合：午後２時    受付開始：午後３時30分～ 

  式典・講演：午後４時～  祝 賀 会：午後6時～午後８時 

場所：ウェスティンナゴヤキャッスル 二階 「天守の間」） 

第１４４０回例会記録      ２／１６（水）晴 

◆司    会 酒井  友義君（名古屋守山RC） 

◆斉    唱 RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介  元米山奨学生  趙  乃虹さん 

◆来訪者受付  蒲郡 RC 鈴木  隆彦君 他 19名 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1438回例会

欠席会員数  12名  欠 席 会 員  4 名中

出席会員数  28名  MAKE UP  3 名

出 席 率  70.00％  出席率訂正  97.37％

会  長  挨  拶 

会  長  伊藤  晋一 

本日、この５ＲＣ合同例会

開催に、ご尽力賜りました名

古屋守山ロータリークラブの

会員皆々様に名古屋名北ロー

タリークラブを代表致しまし

て、心より御礼申し上げます。 

又、先週９日(水)に開催致しましたＩ.Ｍ.には４ロータリーク

ラブ様からは、多数のご登録並びにご出席賜り、この場をお借

りして心より感謝致します。有難うございました。 

さて本年度のクラブテーマに「原点回帰」を掲げております。

来月４日(金)には、お陰様で創立３０周年を迎えることとなり

ます。今期は、会員一同、今一度ロータリーの原点に立ち返っ

て、クラブ運営や地区奉仕活動の在り方、地区内の他クラブと

の交流、退会防止策、会員増強について等々、様々な点を見直

し、新たな一歩を踏み出したいと思っております。 

上半期も何とか無事スケジュールをこなしてまいりました。

残すところあと５ヶ月余りですが、一つ一つ協議し、議論し合

って、一つでも会員が満足して頂けるよう結果を出し、楽しい

ロータリーライフを送ってもらえるよう努力してまいります。 

最後になりますが、この５ＲＣ合同例会を機に、今日ご出席

の会員一同の親睦が益々深まっていく事を祈念致しまして、ご

挨拶とさせて頂きます。 

幹  事  報  告  

1.本日は５ＲＣ合同夜間例会及び懇親会です。ごゆっくりお寛

ぎ下さい。 

2.去る２月９日(水)の東名古屋分区Ｉ.Ｍ.、皆様大変お疲れ様で

した。 

3.来る４月１６日(土)に開催されます２０１１～２０１２年度

のための地区協議会のご案内をさせて頂きます。尚、出席義

務者の方には先日ご案内をＦＡＸさせて頂きましたので、２

月２３日(水)までにご回答をお願い致します。その他の方で

参加希望の方は事務局までお申し出下さい。 

日  時  平成２３年４月１６日（土） 

        受            付    ９：３０～１０：２０ 

会            議  １０：３０～１５：００ 

会員増強セミナー  １５：００～１６：３０ 

場  所  ウェスティンナゴヤキャッスル 

登録料  １２，０００円 

出席義務者：半泊次期会長、西脇(多)次期幹事、岩田次期副

会長、西脇(良)次期会計、杉浦次期ＳＡＡ、小關次期会長エ

レクト・次期クラブ奉仕委員長、古川次期副幹事、加藤(昌)

次期ロータリー情報委員長、梶川次期会員増強委員長、近藤

次期広報委員長・次期雑誌委員長、加藤(あ)次期職業奉仕委
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員長、赤崎次期社会奉仕委員長、梅村次期国際奉仕委員長、

星川次期新世代奉仕委員長、遠藤次期ロータリー財団委員長、

横田次期米山奨学委員長。 

地区協議会終了後に開催されます地区主催の会員増強セミ

ナーへの出席義務者の方は、半泊次期会長、西脇(多)次期幹

事、梶川次期会員増強委員長、小關次期クラブ奉仕委員長、

近藤次期広報委員長です。 

4.２０１１～２０１２年度ロータリー手帳配布に関するアンケ

ートを同封致しましたので、２月２３日(水)までにご提出下

さい。 

5.来る３月４日(金)の創立３０周年記念式典・講演及び祝宴の

出欠票の締め切りは本日までとなっております。未回答の方

は早急にご提出下さるようお願い致します。 

 

元米山奨学生の趙 乃虹さんへ学位取得の記念品が贈られる 

－ ５ＲＣ合同例会及び懇親会を開催 － 

ホスト：名古屋守山RC 

会場：名古屋マリオットアソシアホテル 

各クラブ会長挨拶 

名古屋北RC  会長  近藤  和利 

今年は５ＲＣ合同例会が２回開催される事になりました。昨

年１０月、田嶋ガバナー公式訪問の例会に多数の皆様にご出席

いただきまして、有難うございました。そして、今日の例会は

守山ＲＣの皆様にお世話をいただきまして、感謝申し上げます。 

 私どものクラブは、いかに会員を増やしていくか、またいか

に退会者を少なくするかをテーマにしていますが、現状は厳し

い状態であります。これからも会員増強に努めていくつもりで

す。いま、国内外の現状は非常に混沌としており大変な時代で

すが、この時こそロータリーの原点である奉仕の精神が求めら

れていると思います。 

 今日は皆様方と親睦を深め、和気あいあいと楽しんでいただ

きたいと思います。 

名古屋錦RC  会長  鬼頭正二郎 

 ご紹介頂きました 名古屋錦RC会長の鬼頭正二郎でござい

ます。本日、名古屋守山RC長瀬会長を始め、幹事、会員各位

にお世話を頂き、5RC 合同例会が盛大に開催されます事を、

心より感謝申し上げます。 

 さて、我々錦RCは、本年度のクラブテーマに「学び宣言・

見聞を活かす」を掲げ、ひとつ、例会を通じて、親睦と会員間

のより一層の「学び」を深め、ふたつ、奉仕活動により、積極

的に参加し「自身の見聞」を深める事に力を注いでおります。 

 又、今年は皆様のお力添えもあり、15 周年の記念すべき年

を迎えることができました。 

昨今の経済不況下において、なかなか会員増強を行えており

ませんが、（今日現在、1名の増員のみ）少ない人数ながらも、

若さを生かし、又、我々クラブの特徴であります女性会員の多

さ、家族的雰囲気の例会運営を行い、「楽しい例会」を目指し、

力を注いでおります。 

 今日のこの合同例会が、親・子ロータリークラブ、会員相互

の親睦と友情交換の場となり、５RC が益々発展してゆくこと

を切に希望し、挨拶とさせて頂きます。本日はありがとうござ

いました。 

           名古屋葵RC  会長  青木  昭憲 

名古屋葵ロータリークラブ会長を務めさせていただいてお

ります青木でございます。今年も名古屋北ロータリークラブを

中心とした血縁関係である５RC の合同例会に参加させていた

だきまして誠にありがとうございます。また本日の設営に際し

ましては、守山ロータリークラブの皆様には多大なるご尽力を

いただきました事、併せて御礼申し上げます。 

さて、今年度もはや７ヶ月が過ぎ、次年度への引継ぎ事項等

の話も多々出てくる時期となって参りまして、少し胸を撫で下

ろしている今日この頃でございます。 

今年度は「与え続ける心を持とう」というテーマの下、日々

活動させていただいております。葵クラブの今日現在での会員

数は２６名。残念ながら今年度１名の退会者を出しましたが、

１月に１名入会がございましたので増減数は０となっており

ます。大変お恥ずかしい話ではございますが、今期は出席率が

なかなか思うように向上せず苦慮いたしております。実際、当

葵クラブの多くのメンバーは若く常に現場に出ていなくては

ならないケースが非常に多く、今後もこういった状況は続くか

と思われます。何とかしてこの問題を改善してゆかなければと

考えております。 

昔、ある会で言われた事があります。仕事、家庭以外にも一

生懸命頑張れる場所を一つでも多く作る事。人には仕事と家庭

がある。そんな事は当たり前だ。仕事を一生懸命、そして家庭

を大切に。ごく普通の事。ただこれはどんな人でもほぼ共通の

ライフスタイルであって、経営者であるあなたもあなたの社員

さんも同じなんだ。経営者であるならもっと上を目指せ。社員

さんと同じ生活をしていたらそれこそあなたの社員さんが不



幸だと言われました。仕事と家庭を点と点にしてそれを結ぶ。

それは直線でしかない。でもそこに第３の側面をいれたらどう

なるか、例えば仕事、家庭、ロータリー、その他の勉強会、趣

味等々。それらの点を線で結ぶ。するとそれは直線ではなく一

つの形となる。それが経営者の器なんだ。と言われました。当

たり前の事だけしていたって何も進まないし、進歩もない。大

変だけれども変ろうとすればきっと器も広がるし、周りも変る。

人が育つ。だから決して仕事や家庭を欠席理由の都合のいい言

い訳の道具として使わない。あいつが今日来れないならよほど

の事があったんだろうとお互いが信頼し合える。そんなクラブ

になってゆけたらなあと心から思っております。長々と内輪の

話ばかりでお聞き苦しかったかと思いますが、どうかご容赦い

ただきたく存じます。 

最後になりますが、今後とも若輩クラブであります我々に変

らぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますと共に、

本日のこの会が皆様にとって有意義な時間となります事を心

から祈念致しまして、本日のご挨拶とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

名古屋守山RC  会長  長瀬輝代之 

本日は、皆様お忙しい中、5RC 合同例会に出席を頂きまし

て、誠にありがとうございます。ホストクラブとして心より感

謝申し上げます。又､本年度の田嶋ガバナー、遠藤ガバナー補

佐がそれぞれ所属されています名古屋北ロータリークラブ様、

名古屋名北ロータリークラブ様には、一年を通して何かとご苦

労をお掛けします。 

 さて､今の社会は大きな変革期を迎えています。これまでの

日本の常識が世界では通用しない事もしばしばです。ロータリ

ーにおいても同じで、RI の考えと日本のRCとの間に少しずれ

を感じる事があります。これまでの良い伝統は守りつつ、時代

に合った新しい活動にも果敢にチャレンジして行かなければ

ならないと思います。先ずは会員の一人ひとりが親睦を深め、

奉仕の精神を学び、実行して行かなければなりません。2011

年も早ひと月半が過ぎました。光陰矢のごとし、と申します。

日々の活動を密度の濃いものにしたいものです。 

 最後になりましたが、今回の合同例会で不行き届きな点がご

ざいましたら、何卒ロータリーの友情に免じてお許し下さいま

す様お願い申し上げます。本日はありがとうございました。 

ガバナー補佐挨拶 

東名古屋分区ガバナー補佐  遠藤  友彦 

明けましておめでとうございます。 

今夕は  田嶋ガバナーを頂く親クラブに子と孫が集う大フ

ァミリーの例会です。大いに語り友情の輪を拡げましょう。 

旧年には  補佐の立場で各クラブを公式訪問させていただ

き  格別な展待にあずかり有難うございました。 

当年度も残り数ヶ月、各ク

ラブにおかれましては  年度

目標達成のため  親睦と奉仕

にご活躍の事と存じ上げます。

レイ・クリンギンスミスＲＩ

会長も  ロータリーの友１月

号に「今こそ  自分たちのクラブの長所や短所を見直すとき」

と申されています。 

今期  田嶋年度より  元気な姿で次期  松前年度へ  バト

ンタッチいたしたいものです。各クラブ一層のご健祥とご発展

を祈念し  ご挨拶といたします。 

次回ホストクラブ挨拶 

名古屋名北RC  会長エレクト  半泊  與則 

次年度５ＲＣ合同例会は、名古屋名北ＲＣでホストをさせて

頂きます。 

日時は、平成２４年２月２９日：水曜日 です。 

２月の２９日・・・来年は

閏（うるう）年です。 

皆様、日々お忙しいことと

存じます。 

しかし、来年は丸々１日分

の時間が多くなります。 

その多くなった１日を、５ＲＣ合同例会に拝借したいと思い

ます。宜しくお願い致します。 

 

アトラクション「津軽三味線  夢紘塾」 

ニ コ ボ ッ ク ス 

佐藤  正延君（名古屋守山RC） 

本日はようこそお越し下さいました。 

【今夜の 5RC合同例会、大いに楽しみましょう。】 

伊藤  晋一君 堀  美喜雄君 横井  尚啓君 西脇  良一君 

岩田  満治君 半泊  與則君 北村紀子さん 尾関  正一君 

藤原  研一君 遠藤  友彦君 梅田    渉君 山田  浩二君 

古川  康司君 木村  雅一君 石黒    勉君 入江由希子さん 

星川  直志君

杉浦  定文君

尾關實津成君

西脇  多吉君 

加島    光君 

足立陽一郎君 

渡邉  泰彬君

梶川  久雄君

 

加藤あつこさん 

梅村美知容さん 

 




