
           

 

本日の例会（第１４７３回）    １１／９（水） 

◆２ＲＣ（錦・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

次回の例会（第１４７４回）   １１／１６（水） 

《ロータリー財団月間卓話》 

◆卓話紹介会員 ロータリー財団委員会 

                 委員長  遠藤  友彦君 

◆スピーカー  国際ロータリー第 2760地区 

                 資金推進委員会  委員長  朱宮  新治様 

◆題    名 未来の夢計画について 

（財団資金の活用について） 

第１４７２回例会記録      １１／２（水）晴 

◆司    会 柘植  勝介君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介  国際ロータリー第 2760地区 

ガバナー   松前  憲典様 

                国際ロータリー第 2760地区 

地区幹事   長谷川正己様 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1470回例会

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  5 名中

出席会員数  32名  MAKE UP  4 名

出 席 率  84.21％  出席率訂正  97.30％

 

松前ガバナーをお迎えして例会前に行われた 

２ＲＣ合同（北・名北）会長・幹事懇談会 

 

 

－ ２ＲＣ合同 松前ガバナー公式訪問 － 

ホスト：名古屋名北ＲＣ   会場：名古屋東急ホテル 

会  長  挨  拶 

ガバナー公式訪問 

名古屋北ロータリークラブ 

会  長  山口  兼市 様 

本日は第２７６０地区松前憲典

ガバナー及び長谷川正己地区幹事

をお迎え致しまして、１１時半よ

り当ホテルにおきまして、名古屋名北ＲＣさんとの合同会長・

幹事懇談会が行われました。会議では、ガバナー及び地区幹事

より公式訪問についてのご説明をご丁重に又分り易くお話し

頂きましたことを感謝申し上げます。併せて、今回は名北ＲＣ

さんのご担当の皆様によって本日の例会をご準備頂きました

ことを重ねて御礼を申し上げます。 

本日は例年行われておりますガバナー公式訪問日で、後ほど

松前ガバナーよりＲＩ会長方針、ガバナー所信表明等のお話を

頂きます。本年度のガバナー方針は『会員増強とクラブの活性

化』をメインテーマに、そして「社会貢献をする」「ゆったり

とおおらかに生きる」をサブテーマに掲げておられます。 

我がクラブも名古屋北ＲＣの歴史の基に、先輩各位の志を忘

れることなく、会員の増強を目標に致しまして活動して参りた

いと存じますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。 

松前ガバナーをお迎えして 

会  長  半泊  與則 

皆様、こんにちは。ホストクラ

ブを務めさせていただいておりま

す名古屋名北ＲＣの半泊でござい

ます。本日は国際ロータリー第２

７６０地区 松前憲典ガバナー様、長谷川正己地区幹事様をお

迎えして、私どもの親クラブであります名古屋北クラブ様との

合同のガバナー公式訪問例会でございます。日頃は皆様に大変

2011-12 年度 R.I.テーマ 

 

 

 

 

 

クラブテーマ 

   

ロータリークラブ 
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お世話になりありがとうございます。会員一同心より歓迎申し

上げます。先程、会長・幹事懇談会におきまして松前ガバナー

様にはクラブ運営などについて貴重なアドバイスを頂き有難

うございました。 

私どものクラブは昨年度30周年を迎え新たなる歩みを始め

たところでございます。早速今後のクラブ運営に生かしてゆく

所存でございます。松前ガバナー様にはこの後卓話を頂くこと

になっております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

幹  事  報  告  

1.本日は国際ロータリー第２７６０地区ガバナー 松前憲典様

並びに同地区幹事 長谷川正己様をお迎えしての２ＲＣ

（北・名北）合同のガバナー公式訪問でございます。会員一

同心より歓迎申しあげます。 

2.ロータリー財団への寄付申込書（年間１００ドル）を同封致

しましたので、１１月９日(水)までにご提出下さい。 

3.次回例会(11/9)は名古屋錦ＲＣとの合同夜間例会及び懇親

会となっております。午後５時３０分より例会、引き続き懇

親会を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。 

ガ バ ナ ー 卓 話 

ロータリーと社会貢献 

国際ロータリー第 2760 地区 

ガ バ ナ ー   松 前 憲 典 様 

今、ロータリーは変革のときが

きました。特に日本では、近年会

員減少の傾向が続いております。

この時に臨み、国際ロータリーでは、「新長期計画（2010 年

～2013 年）」を具体的に推進し、各クラブが積極的に活用さ

れることを熱望されており、これを戦略的計画とも呼んでおり

ます。 

一方、２７６０地区は、ロータリー財団「未来の夢計画」の

パイロット地区として、前年度田嶋ガバナーの下、三カ年の試

行が始まっております。深谷財団委員長をはじめ財団役員の皆

様の熱意とご尽力により、新地区補助金、グローバル補助金に

ついての各クラブから申請も順調に進められています。本年度

は、この「新長期計画」と「ロータリー財団未来の夢計画」の

実践年度であり、その大きな原動力を得るために各クラブが活

性化することが肝要であります。 

さて、カルヤン・バネルジーＲＩ会長は今年度のＲＩテーマ

を「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」と発表さ

れました。 

そして、３つの強調事項として「家族」「継続」「変化」を挙

げられています。この３つのキーワードを念頭において、１年

間各クラブ活動していただきたいと思います。 

地区のテーマは「会員増強とクラブの活性化」と致しました。 

地区内会員数 5,000 名以上を目標としております。会員増

強は、ロータリーの組織強化とロータリー財団の活動を活発化

させるために大切なことであります。 

重点項目として、「社会貢献をする」「ゆったりとおおらかに

生きる」の2つをあげさせていただきました。 

人生の指針として、老子の「いのちの哲学」古典を引用させ

ていただきました。人生の3期説、晩年の30年は“社会貢献”

の時代として生きることの大切さを学びました。人生で一輪の

花を咲かせて、すなわち社会貢献をして人生の目的を達成しよ

うではありませんか。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

松前  憲典様（国際ロータリー第2760地区ガバナー） 

長谷川正己様（国際ロータリー第2760地区幹事） 

本日はお世話になります。 

【松前ガバナー、長谷川地区幹事をお迎えして。】 

半泊  與則君 古川  康司君 足立陽一郎君 北村  紀子さん 

小關  敏光君 伊藤  晋一君 梶川  久雄君 星川  直志君 

横井  尚啓君 杉浦  定文君 渡邉  泰彬君 横井    登君 

尾關實津成君 尾関  正一君 柴山  利彌君 石黒    勉君 

遠藤  友彦君

木村  雅一君

阿部  美男君

松岡  三明君 

近藤    朗君 

山田  浩二君 

西脇  良一君 

梅田    渉君 

堀  美喜雄君 

入江由希子さん 

加藤あつこさん 

 

     ロータリージャパンからのお知らせ    2011.10.4 

八幡町地区公民館（岩手県大船渡市盛町）より支援のお願い

 地区公民館館長・黒沢和明様から援助のお願いです。初めまして、

当方「八幡町地区公民館」と申します。当方は、岩手県大船渡市盛

町町内の自治施設として活動しております。今回の東日本大震災

にて、当地域も津波など、甚大な被災を受けました。さて、当地区

の夏祭りに、「灯ろう七夕祭り」が有り、簡単に説明しますと趣旨とし

ては、起源・由来はわかりませんが、お盆に先立ち祖先の霊をお迎

えする祭りです。現在の祭りで使用する山車は、明治末期にかけて

現在の行灯型の原型が現れ、その後さまざまな工夫が施され、淡

いローソクの火に照らし出され、幻想的な雰囲気を醸し出す祭りで

す。従来であれば、祭り終了後、山車の機材などを倉庫へ片づける

のですが、倉庫が被災してしまい、現在は仮置き場に片づけており

ます。また、大祭「五年祭」(４年に１度開催)があり、山山車・踊りの

山車などいずれも、津波で流されてしまい、現在、修繕するか検討

中です。（数年前に新たに作り直したため、予算がありません）。そ

こで、大変不躾なお願いではございますが、支援として山車の倉庫

および山車を支援していただけないでしょうか。 

 ご連絡先 〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字みどり町 11 

          館長 黒沢和明  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:nanami10773@yahoo.co.jp 


