
                                                     

本日の例会（第１４８７回）       ３／７（水） 

◆創立記念夜間例会及び I.D.M.を行います。 

次回の例会（第１４８８回）    ３／１４（水） 

《世界ローターアクト週間卓話》 

◆スピーカー 新世代奉仕委員会  副委員長  加藤 昌之君 

◆題    名 ローターアクトについて 

第１４８６回例会記録      ２／２９（水）晴 

◆司    会 杉浦  定文君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆来訪者受付  大垣 RC 沼口   諭君 他 33名 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1484回例会

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  6 名中

出席会員数  31名  MAKE UP  5 名

出 席 率  81.58％  出席率訂正  96.88％

会  長  挨  拶 

会  長  半泊  與則 

本日は、皆様お忙しい中、5RC

合同例会に出席頂きまして誠にあ

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。 

本日は、パストガバナー・田嶋好博様、元分区代理・浦野三

男様、元ガバナー補佐・星川直志様、元ガバナー補佐・長谷川

正孝様、元ガバナー補佐・佐藤正延様、元ガバナー補佐・遠藤

友彦様、六名の方々にもご出席いただいております。ありがと

うございます。 

さて、私どもは本年度のクラブテーマに「手に手に」を掲げ

ました。昨年度の 5RC 合同例会は 2 月 16 日でありました。

当時は、それから一月もしない間に3月11日のあのような惨

事が襲い来るとは思ってもおりませんでした。これからも長い

困難な闘いが続きます。私はこの 2 月で 65 歳となりました。

これで立派な前期高齢者です。しかし、年はとっても、私より

年配の方には失礼申し上げます、私もこの困難な試練に何らか 

 

の形で加わりたいと思っております。 

本日のこの合同例会を機に 5RC がますます発展いたします

ことを祈念いたします。どうぞ今宵はお楽しみください。 

幹  事  報  告  

1.本日は当クラブホストによる 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.次回例会(3/7)は創立記念夜間例会及び I.D.M.となっており

ます。午後 5 時より受付、午後 5 時 30 分より例会、引き

続き I.D.M.を「ステーキ ジーシー」にて行いますので、お間

違えのないようお願い致します。 

－ ５ＲＣ合同例会及び懇親会を開催 － 

ホスト：名古屋名北RC  会場：名古屋東急ホテル 

各クラブ会長挨拶 

名古屋北RC  会長  山口 兼市 

今年も恒例の5RC合同例会が、名

古屋名北RCさんの主管で開催され、

心よりお慶び申し上げます。 

本日、東名古屋分区において親し

い関係にある5つのクラブが、毎年一回、一同に会して懇親を

深めることは、誠に心強く、それぞれのロータリー活動にも大

いに成果があるものと期待しております。 

扨、残念ながら、この15年、日本では合計４万人以上会員

が減り、今や会員増強は各ロータリークラブの緊急課題となり

ました。 

ロータリーの健全な運営、奉仕活動を維持するためにも会員

増強は欠かすことが出来ません。その為には各クラブが強力な

会員増強委員会を組織化し、会員増強及び退会防止に努め、奉

仕の精神や善意ある優れた人材を発掘して、各クラブの会員増

強に全力を注力し、必ず明るい成果を上げましょう。 

最後に、ロータリーのより良い奉仕活動を実践し、友情や親

睦に喜びを見出し、ロータリーのメッセージを社会に広めて行

きましょう。 
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会 長：半泊 與則 幹 事：西脇 多吉 会報委員長：近藤  朗 題 字：遠藤 友彦 

 

  

 



名古屋守山RC 会長 森 藤左ヱ門 

 守山 RC の森でございます。一言

ご挨拶させていただきます。吾クラ

ブのことで恐縮ですが、昨年3月の

あの大震災が起きて以降、多くの惨

事が明らかになるにつれ、クラブテーマを決める段になり、再

考を重ね、吾クラブは「生きていることに感謝し、喜びをもっ

て奉仕をしよう」というテーマにいたしました。今回の震災で

亡くなられた方々、今も復興に全力を挙げている被災者の皆様

を思うとき、今生きて仕事とロータリー活動をしている事に、

大きな喜びと感謝を感じ、自分以外の公のために奉仕をすると

いうことを、大事にして実践していきたいと考えました。 

もう半期が過ぎましたが、クラブとして実践できたかは、私

の力のなさで疑問ですが、今後4大奉仕を中心に、親子・兄弟

である5ロータリーの皆様とともに、ロータリー活動を頑張っ

ていきたいと思います。 

最後に今回ホストを務めさせていただきました名北RCの皆

様に感謝致しまして、挨拶を終わりたいと存じます。ありがと

うございました。 

名古屋錦RC  会長  髙田 榮助 

錦ＲＣの髙田です。現在、我がク

ラブの会員数は30名、女性は8名

おられます。今年は創立16周年を

迎えました。クラブテーマは「明るい笑顔、楽しいつどい」と

させて貰って居ります。小さいクラブですが、まとまりが良く

和気藹藹のクラブです。本年はプログラム委員長の方針で全員

が卓話をする事になって居ります。会員の皆さんはそれぞれの

分野で深い知識と経験を持って居られるので、その話をして頂

く事で一層親しみが増し、親睦の輪が深まって居ります。社会

奉仕事業としましては市内の小学校の生徒を農村の小学校で

田植えと稲刈りの体験をさせ、又農村の小学校で過疎のために

多学年の協同授業をうけている生徒達を名古屋へ招き、学年別

の交換学習を行って居ります。又米山奨学生を1名受け入れて

居ります。小さいクラブですが素晴らしいクラブだと自負して

おります。しかし小成に安んずる事なく、会員増強委員長を先

頭に全員で新会員の開拓に務めて居ります。幸に昨年は二人の

素晴らしい方に入会して頂き会を盛り上げて貰って居ります。

今年もがんばります。 

名古屋葵RC  会長  田中 利幸 

本日は 5 ロータリー合同例会の設

営に際し、半泊会長、西脇幹事をは

じめ、名古屋名北 RC の皆様に感謝

申し上げます。葵RCは、モーニング例会を中心に運営し、平

均年齢 45,6 歳の会員で構成する、比較的若いクラブです。今

年度のRI テーマである「こころの中を見つめよう 博愛を広げ

るために」のもと「ロータリーの力で伝えよう私たちの心」を

クラブテーマと定めました。1 人 1 人が持つ善意のこころを、

ロータリーの絆で結ぶことによって、大きな力として伝えたい

と思います。東日本大震災からほぼ一年がたちました。被災地

も新しい春を迎えますが、皆様と共にロータリークラブとして

行う支援は、これからも、限りなく続くと思います。本日は、

他クラブの多くの方と親睦を図り、勉強させていただく機会に

なれば幸いと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

次回ホストクラブ挨拶 

名古屋錦RC  会長エレクト  佐藤   隆 

（代読：会長  髙田 榮助） 

名古屋錦RC、会長エレクトの佐藤 隆です。仕事先の都合に

て本日の 5RC 合同例会を欠席することとなり、誠に申し訳御

座いません。 

 次年度5RC合同例会の担当は、名古屋錦RCと伺いました。

ただ今、名古屋錦RCの次年度理事・役員や委員を決定してい

るところです。 

 一週間ほど前、鉢植えの梅の木を買ってきました。今、その

梅は私の家の居間で早くも美しい花を咲かせています。この美

しい花のように、新理事・役員と委員にて、有意義な 5RC 合

同例会が開催できるよう努力いたしますので、是非多数の方々

のご出席をお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

アトラクション： 

   フルートアンサンブル“ハートチェリー” 

ニ コ ボ ッ ク ス 

長谷川正孝君（名古屋錦RC）  やっと来ました。 

佐藤  正延君（名古屋守山RC） 本日は大変お世話になります。 

【5RC合同例会、お楽しみ下さい。】 

半泊  與則君 西脇  多吉君 山田  浩二君 阿部  美男君 

北村紀子さん 足立陽一郎君 尾関  正一君 石黒    勉君 

杉浦  定文君 横井  尚啓君 西脇  良一君 柘植  勝介君 

古川  康司君 伊藤  晋一君 藤原  研一君 入江由希子さん 

星川  直志君

横井    登君

柴山  利彌君

 

加島    光君 

木村  雅一君 

宇都木  寧君 

 

渡邉  泰彬君 

小關  敏光君 

赤崎  守弘君 

 

加藤あつこさん 

遠藤  友彦君 

梶川  久雄君 

 




