
 

本日の例会（第１４５５回）    ６／１５（水） 

◆クラブフォーラム（年間委員会報告）を行います。 

次回の例会（第１４５６回）    ６／２２（水） 

◆地区委員報告を行います。 

第１４５４回例会記録        ６／８（水）晴 

◆司    会 横井  尚啓君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介 米山奨学生 

ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

◆来訪者紹介  国際ロータリー第2760地区 

                ロータリー財団委員会 副委員長 矢形 修己様 

他 5名 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1452回例会

欠席会員数  14名  欠 席 会 員  7 名中

出席会員数  26名  MAKE UP  6 名

出 席 率  65.00％  出席率訂正  97.44％

会  長  挨  拶 

1.9 兆円 なんの金額 

会  長  伊藤  晋一 

総務省の 2010 年科学技術研究調

査によりますと、09 年度のわが国の

研究費の総額は前年度比 8.3％減の

17 兆 2463 億円と、1953（昭和

28）年の調査開始以来最大の減少幅となりました。総額の約7

割を占める企業等の減少（12.1％減）が響いたからです。企業

等の研究費は11兆9838億円。産業別では、自動車・同附属

品製造業が 1 兆 9288 億円でトップ。2 位は情報通信機械器

具製造業の1兆7724億円。3位は医薬品製造業の1兆1937

億円。売上高に対する研究費の比率は 3.31％で、製造業のト

ップは医薬品製造業の 11.66％。又、研究者 1 人当たり研究

費のトップも医薬品製造業の5793万円だそうです。 

幹  事  報  告  

1.当クラブ創立 30周年記念事業に於いてのロータリー財団へ

の寄付に対する感謝状贈呈のためR.I.第 2760地区ロータリ

ー財団委員会副委員長 矢形修己様がご来訪されております。 

2.来る 11月 19日(土)・20日(日)に開催されます地区大会の

PR のためホストクラブの名古屋瑞穂 RC より地区大会実行

委員会出席・宿泊・交通・会場委員会副委員長 堀  慎治様、

地区大会実行委員会委員 西沢功晋様がご来訪されておりま

す。後程、ご挨拶をして頂きます。尚、リーフレットを同封

致しましたので、よろしくお願い致します。 

3.この度2年間お世話することになりました米山奨学生のラシ

ドファ，カミラ アフマドジョノフナさんがご出席されてお

ります。後程、ご挨拶をして頂きます。 

4.次年度上半期行事予定表を同封致しましたので、よろしくお

願い致します。 

5.去る 6月 4日(土)の家族会ご参加の皆様、大変お疲れ様でし

た。尚、本日請求書を同封致しましたので、よろしくお願い

致します。 

6.来る 6月 29日(水)、アパホテル名古屋錦にて行われます夜

間例会及び I.D.M.の出欠票を同封致しましたので、6 月 15

日(水)までにご提出下さい。 

7.中部電力(株)より｢浜岡原子力発電所の運転停止に伴う節電

のお願いについて｣の協力依頼が届いたので同封致しました。 

 

 

 

 

 

 

写真左 創立 30周年記念事業 ロータリー財団への寄付に対 

して地区からの感謝状を矢形地区ロータリー財団委員会副委 

員長より頂く 

2010-11 年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

原 点 回 帰 

ロータリークラブ

 WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt   
２０１０～２０１１年度 Ｎｏ．４３ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 560 号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：伊藤 晋一 幹 事：岩田  満治 会報委員長：古川 康司 題 字：遠藤 友彦 



写真右 地区大会のご案内をするホストクラブ名古屋瑞穂 RC

の堀地区大会実行委員会出席・宿泊・交通・会場委員会副委員

長並びに西沢地区大会実行委員会委員 

クラブフォーラム 

米山奨学生のご紹介 

米山記念奨学委員長  足立陽一郎 

この度当クラブでお世話する

ことになりました米山奨学生のラ

シドファ，カミラ アフマドジョノ

フナさんをご紹介させて頂きます。

お国はウズベキスタンです。 

 

ご挨拶をされるラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

一年を振り返って 

会長  伊藤  晋一 

本日の例会を含めて、あと 4

回の例会で今年度も終わろうと

しております。この一年永いよう

で、短くも感じました。さて今年

度のクラブテーマ「原点回帰」は、

創立 30 周年を迎えるにあたり、今一度ロータリーとは何か、

ロータリアンとして何をすべきかという観点から考え出した

テーマでした。しかしながら振り返ってみますと、自分自身、

満足のいく結果を出し切っていませんでしたし、会員の皆様に

対しても、納得して頂けるだけのクラブ運営が果たして出来た

のかどうか、未だに疑問が残っています。 

年初重点計画 （1）ロータリー本来の権威を取り戻し、余裕

あるロータリーライフを復活させる （2）退会防止に努める

（3）ロータリー財団補助金制度の活用 （4）名城ローターア

クトクラブと共同行事の実施 （5）ＩＭ、創立30周年記念例

会の企画運営  この 5項目についても、すべて達成することが

出来ず、残念でなりません。これも私の力不足と思っておりま

す。しかし、2 月 9 日のＩＭ、3 月 4 日の創立記念式典の二

大行事が、会員皆様のご尽力で成功を収める事が出来ました。

この事が私にとって一番満足しているところです。 

会長として只々各委員会の活動を見守っていただけで、実際

は下半期より幹事を受けて頂いた岩田幹事がクラブ運営をし

て下さったお陰で、本当に助かり、心よりお礼申し上げます。

この30年目という節目の年度に会長という重責を経験させて

頂いたことは私の人生にとって大きな意味あいがあったと思

います。この経験を今後のクラブ運営に微力ではありますが、

お役に立てたいと思います。 

年間委員会報告 

会報委員長  古川  康司 

会員の皆さん、一年間ご協力を

頂き、誠に有難うございました。

次年度は、近藤君にバトンを渡し

ます。ご協力の程、宜しくお願い

致します。 

年間委員会報告 

会場設営委員長  横井  尚啓 

本年度創立 30 周年を迎え伊

藤会長のもと、無事に会場監督並

びに会場設営委員長の職責を果

たすことが出来ましたのは、偏に

会員各位と会場設営委員のご協力によるものであり、ここに感

謝申し上げる次第です。 

2月の東名古屋分区ＩＭとまた3月の創立30周年記念例会

と2つのビッグイベントも会員数40名と少ないところ会員一

同の団結とチームワークにより無事に円満成就することが出

来ました。我が名北ロータリークラブの団結とチームワークの

良さを次年度以降も踏襲していただきたいと思っております。

一年間本当にありがとうございました。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

堀    慎治君・西沢  功晋君（名古屋瑞穂ＲＣ） 

11月19日(土)・20日(日)の地区大会のPR

でお伺いしました。よろしくお願いします。 

足立陽一郎君    本日当クラブでお世話をする米山奨学生の

ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん

をご紹介しますので、よろしくお願いします。 

梅村美知容さん   風かおる  伊勢路うれしや  家族旅行 

遠藤  友彦君    今日荒川先生の仏壇に線香を供えてきまし

た。奥様お元気でした。 

【米山奨学生 ラシドファ，カミラさんをお迎えして！!】 

伊藤  晋一君 尾関  正一君 古川  康司君 星川  直志君 

服部    保君 渡邉  泰彬君 梶川  久雄君 近藤    朗君 

柴山  利彌君 横井    登君 西脇  良一君 入江由希子さん 

北村紀子さん 横井  尚啓君 梅田    渉君 藤原  研一君 

堀  美喜雄君 石黒    勉君 西脇  多吉君 岩田  満治君 

 


