
 

本日の例会（第１４５７回）    ６／２９（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

次回の例会（第１４５８回）      ７／６（水） 

◆新年度第1回例会を行います。 

第１４５６回例会記録    ６／２２（水）薄曇 

◆司    会 松岡  三明君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1454回例会

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  10名中

出席会員数  32名  MAKE UP  9 名

出 席 率  82.05％  出席率訂正  97.22％

会  長  挨  拶 

今後の日本経済は 

会  長  伊藤  晋一 

日本の経済は、2008 年に起きたリーマンシ

ョックから約2年余りを過ぎた昨年より、よう

やく経済も立ち直りかけてきた時に今回の

3.11東日本大震災に遭い、リーマンショック以

上の大打撃を受けました。今なお、その爪痕は、

ひどく、やっと20日に震災から100日経って、

復興基本法が成立しました。 

さて、この東日本大震災に伴う経済的影響には、大きく分けて 3 つ

の特徴があると思います。未曾有の大規模な地震と津波によって（1）

「直接的な被害が深大」となり、被災地域での間接的な悪影響が日増

しに顕著に現れてきました。そして、原子力発電所事故の誘発や被災

地域における部品・素材メーカーなどの集積といった特色も重なって、

（2）「間接的な影響範囲が拡大」し、（3）「長期的な経済活動低速リ

スクが増大」しました。又、今回の被災による被害額も推定で、約20

兆円を超え、この数字は、阪神・淡路大震災の時の約10～13兆円の

2倍ないし、1.5 倍という規模になります。 

そこで、今後の日本経済の見通しは、当面、被災地域を中心として

景気の落ち込みが相当に厳しいものとなることが予想され、復旧・復

興需要が設備投資や公共投資などから、徐々に現れてくると見込まれ

ますが、個人消費の低速に加え、生産能力の低下、供給制約によって

在庫投資や輸出にも相当な減少圧力がかかると推定されます。 

一方、海外経済が拡大基調を維持している限り、外需面での下支え

を期待できると思われます。 

まだまだ先のまったく見通しが立たない経済状況。永田町では、連

日茶番劇が行われています。今何を優先して取り組むべきなのか。こ

の事が最大の争点であり、優れた才能と技術力を持った我々日本人は

一日も早く、日本再生に向けて進むべきと思います。 

幹  事  報  告  

1.次回例会(6/29)は本年度最終の夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.となっており

ます。午後５時３０分より例会、引き続きＩ.Ｄ.Ｍ.を当アパホテル名

古屋錦にて行いますので、お間違えのないようお願い致します。 

地 区 委 員 報 告 

地区社会奉仕委員会報告 

地区社会奉仕委員長   西脇  良一 

201１年２月２８日に名古屋クレストンホテ

ルにて名古屋市内２４ＲＣ社会奉仕委員長会議

が有りまして、本年度の支援金として、名古屋千

種ＲＣの名古屋少年友の会へ、少年院の少年の社

会復帰の援助協力として３０万円、名古屋大須ＲＣの東海交通遺児を

励ます会へ、サマーカヌーキャンプの費用として７０万円、名古屋名

南ＲＣの名古屋市児童養護連絡協議会へ、虐待をうけ入所する児童に

対してスキーツアー等を実施する費用として１００万円、名古屋東山

ＲＣの鳴海聖園天使園へ子供達の為にパソコン技術の習得等に必要な

機材等の購入費用として１００万円、合計３００万円の贈呈があり、

それぞれの支援事業計画の発表と報告がありました。また次年度の、

事業の応募の用紙の配布と説明と、募集の開始となり、応募の締め切

りが４月３０日となり、その他の質疑応答がなされました。 

201１年３月２７日には、名鉄グランドホテルにて地区協議会指導

者会議に出席しました。これは地区協議会の第４分科会の打ち合わせ

の会でしたが、地区協議会第４分会当日４月１６日は、我が家の法事

の旅行に当たり、欠席とさせて頂きました。 

2010-11 年度 R.I.テーマ 
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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 
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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 



201１年５月１６日に名古屋クレストンホテルにて名古屋市内２４

ＲＣ社会奉委員会運営会議が有りまして、次年度予算と次年度支援事

業先の予備選考、絞り込みを致しました。    

201１年５月２０日には、地区社会奉仕委員会の会議と懇親会とを

開きました。 

201１年６月１１日には、名鉄グランドホテルにて地区役員および

会長幹事懇親会に出席致しました。式典(点鐘、紹介、挨拶、表彰等)

の後、懇親会となり、楽しく過すことができました。 

201１年６月１３日（月）に名古屋クレストンホテルにて名古屋市

内２４ＲＣ社会奉委員長会議が有りまして、本年度の事業収支報告と

次年度事業の予備選考等の経過報告と、新旧の委員長の引き継ぎを致

しました。 

以上で報告を終わりますが、次年度もまた頑張っていきたいと思い

ますので宜しくお願い致します。有り難うございました。 

地区国際奉仕委員会年間報告 

地区識字率向上委員   横田  徳久 

2010～2011 年度は、年に 4 回会議が開か

れました。 

①地区国際奉仕三連合同委員会 

2010年 7月初め 

  於：豊島ビル「ガバナー事務所分室」 

出席者：ガバナー、ガバナー補佐、地区幹事、各委員会委員長、

各委員会委員等 

  ・世界社会奉仕 (W.C.S.) 委員会（従来より） 

  ・国際奉仕委員会（従来より） 

  ・識字率向上委員会（新設） 

顔見せ、話し合いが行われる。 

②第1回地区国際奉仕委員長会議 

2010年 7月 30日(木)  於：名鉄グランドホテル 

出席者：上記の役員の方々の他に2760地区のクラブの国際奉仕

委員長 

世界社会奉仕、国際奉仕は昨年の事業報告並びに今年度の活動方

針の報告。 

識字率向上は新設のため目下資料調査検討中。 

③第2回地区国際奉仕委員長会議 

2011年 4月 28日(金)  於：名鉄グランドホテル 

出席者：役員の方々の他に2760地区のクラブの国際奉仕委員長

（第1回と同じ） 

各委員会の今年度の活動報告。 

今年の 2月10日より15日迄の海外での事業報告。即ち世界社会

奉仕 (W.C.S.)に識字率向上が便乗し、W.C.S.はチェンマイで愛知奨学

基金の引渡式とベトナムのドンホイでの幼稚園の引渡式に、それに便

乗しての識字率向上は台湾での桃園地区3500地区とのグローバル補

助金の申請の打ち合わせが報告されました。 

海外事業は年内に、又は年度をまたいで、又話し合いがうまくいか

なくて中止する事があります。又、海外のクラブか2760地区かどち

らが主体になるかは事業の内容あるいはグローバル補助金の応募によ

り決まります。 

④最後の地区国際奉仕新旧合同委員会 

於：西区料亭「大森」 

出席者：ガバナー以下国際奉仕委員長、委員の方々、新旧多数出

席 

人事異動、紹介、交流を行う。 

最後に、鈴木吉男地区識字率向上委員長は各クラブへのお願いとし

て、実際の奉仕より識字率向上の理解を深めて欲しいと述べてみえる。 

地区クラブ奉仕委員会報告 

地区クラブ奉仕委員長   藤原  研一 

4 年前クラブ奉仕委員に推薦され、次の年度に委員長になることに

なりました。 

ロータリーのテーマは、ロータリーの活性化、ロータリーをよく理

解すること、です。ロータリーのルールに向き合うには根気よく咀嚼

する顎力が大切で、自分流にクラブに合った方法で、関係委員会と密

に連携をはかり、クラブ活性のため重大な任務を果たし、会員増強、

退会防止に努め、リーダーは指導力を高め、会員相互の研鑽、魅力あ

るクラブ運営をお願い致しました。これにはＣＬＰ（クラブリーダー

シッププラン）に取り組んでもらうようお願い致しました。理解はし

てもらいましたが、諸般の事情で、江崎パストガバナーのロータリー

マジックは進みません。次年度も根気よくこのテーマを進めてもらう

ようにお願い致しました。3 年間委員長をさせて頂き、いろいろ勉強

させていただきました。今後も学んだことをクラブの中で生かさせて

いただこうと思っています。ありがとうございました。 

                                          （欠席のため寄稿） 

ニ コ ボ ッ ク ス 

尾関  正一君    夏至の日 有効に過ごしたい！ 

服部    保君    ボケて御迷惑を掛けました。孫のせいです。 

西脇  多吉君    やっと娘の就職が内定しました。 

梅村美知容さん  「新茶汲み なつかし友を よろこばす」 

明日までサン・ルゥに展示してあります。 

【名古屋独特の梅雨日が続きます。体調管理にご注意を！!】 

伊藤  晋一君 松岡  三明君 古川  康司君 山田  浩二君 

足立陽一郎君 星川  直志君 尾關實津成君 木村  雅一君 

半泊  與則君 横井    登君 遠藤  友彦君 柴山  利彌君 

北村紀子さん 堀  美喜雄君 加藤  昌之君 加藤あつこさん 

岩田  満治君

渡邉  泰彬君

阿部  美男君

宇都木  寧君 

小關  敏光君 

 

西脇  良一君 

石黒    勉君 

 

入江由希子さん 

杉浦  定文君 

 



 


