
 

 

本日の例会（第１５１４回）    ９／２６（水） 

◆ゆったり夜間例会を行います。 

次回の例会（第１５１５回）    １０／３（水） 

《職業奉仕月間卓話》 

◆スピーカー 職業奉仕委員会 委員長 足立陽一郎君 

◆題    名 職業奉仕月間に因んで 

※例会後、職場見学会（ノリタケの森）を行います。 

第１５１３回例会記録      ９／１９（水）曇 

◆司    会 三澤 博之君（名古屋守山RC） 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・我等の生業 

◆ゲスト紹介 

国際ロータリー第2760地区  ガバナー  千田  毅様 

  国際ロータリー第2760地区  地区幹事  栁澤 幸輝様 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1511回例会

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  6 名中

出席会員数  31名  MAKE UP  6 名

出 席 率  79.49％  出席率訂正  100％

 

千田ガバナーをお迎えして例会前に行われた 

5RC合同（北・守山・錦・葵・名北）会長・幹事懇談会 

 

 

 

 

－ ５ＲＣ合同 千田ガバナー公式訪問 － 

ホスト：名古屋守山RC 

会場：名古屋マリオットアソシア 

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

皆様、こんにちは。本日は、第

2760 地区千田 毅ガバナー及び

栁澤幸輝地区幹事をお迎えして、

11時30分より、当ホテルにおき

まして、5ロータリークラブの会長・幹事懇談会が行われまし

た。この懇談会では、千田ガバナーや栁澤地区幹事より、本日

の公式訪問の趣旨等を丁重かつ分かり易くご説明いただき、ま

た、5ロータリークラブの今後のあるべき指標等につき、適切

かつ貴重なアドバイスをいただきましたことに感謝申し上げ

ます。併せて、本例会のご準備をしていただきました名古屋守

山ロータリークラブの樋口武人会長はじめご担当の皆様にも

厚く御礼申し上げます。 

 さて、本日は、後ほど、千田ガバナーより、田中RI 会長の方

針や千田ガバナーの所信表明等のお話をしていただきますの

で、私自身も大変楽しみにしております。 

 尚、我が名古屋名北ロータリークラブでは、本年度は「ここ

ろに平和を」をクラブテーマとし、千田ガバナーの提唱されて

いる「東日本大震災被災高校生への支援」や「当地区内の他ク

ラブとの交流」等にも力を入れつつ、会員増強やクラブ独自の

被災者支援のためのプログラム作り等の活動も展開したいと

考えております。 

 皆様のご協力を切にお願い申し上げまして、会長あいさつと

させていただきます。 

 ありがとうございました。 
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クラブテーマ 

こころに平和を   

ロータリークラブ 

 WWeeeekkllyy  RReeppoorrtt  
２０１２～２０１３年度 Ｎｏ．１２ 

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：小關 敏光 幹 事：古川 康司 会報委員長：近藤  朗 題 字：遠藤 友彦 



幹  事  報  告  

1.本日は国際ロータリー第 2760 地区ガバナー 千田 毅様並

びに同地区幹事 栁澤幸輝様をお迎えしての 5RC 合同ガバ

ナー公式訪問でございます。会員一同心より歓迎申し上げま

す。 

2.次回例会(9/26)はゆったり夜間例会となっております。午後

5時 30分より行いますので、お間違えのないようお願い致

します。 

3.来る 10月 3日(水)の職場見学会の出欠票の締切は 9月 20

日(木)までとなっておりますので、よろしくお願い致します。 

ガ バ ナ ー 講 話 

国際ロータリー第 2760 地区 

ガバナー   千田  毅様 

まずもって、本日皆様の前でガ

バナー講話をさせていただける事

に貴クラブ及び国際ロータリーに

感謝申し上げます。本年2月にアメリカサンディエゴにて国際

協議会に出席してまいりました。その状況をＤＶＤにまとめて

まいりましたのでしばらくご覧ください。 

ガバナーの責務の一つはＲＩ会長のテーマと運営方針を忠

実に皆様にお伝えすることであります。本年度ＲＩ会長は日本

人として3人目になる田中作次さんであります。彼は東北の貧

しい村で貧しい家庭の8人兄弟の4番目として生まれて、幼

いころには母親と月一度、20キロ離れた市場に野菜を売りに

行っていたそうです。それが彼にとっては唯一の楽しみであり、

外界と触れる唯一の機会だったとお話になりました。そんな生

い立ちからいつかは世界のいろいろなところに行ってみたい、

そして大勢の人と語り合いたい、それが田中少年の夢だったそ

うです。 

さて、本年度ＲＩテーマは “Peace Through Service”

「奉仕を通じて平和を」であります。会長の言う平和とは、戦

争と対局にある平和ではなく、あなたの心の中にある平和であ

ります。 

次にＲＩ会長強調事項についてであります。会長は「ロータ

リー・クラブと地区による平和活動」として、5つ挙げられて

おりますが、ここでは、１．クラブや地区の平和フォーラムを

開催する。２．地域平和フォーラムを開催する。にしぼってお

話します。１．について、各クラブで行っていただきたい、ま

た地区については、各分区のＩＭや、地区大会などにおいて平

和についてのフォーラムを開いていただきたい。次に、２．に

ついては、明年5月に広島で開催される「平和はあなたから始

まる」への賛同と協力をお願いしたい。 

次に地区スローガン及び重点項目についてお話いたします。 

地区スローガンは“Touch the Rotary” ～ふれあい、思い

やり、そして握手～ であります。どうか皆様、ロータリーに、

クラブに愛着を持っていただきたい、そして友人、知人、家族

に思いやりをもって、接して下さい。重点項目として次の４項

目を挙げました。１．会員増強 これ、なくしてはロータリー

組織の維持、発展にはなりません、会員一人一人が何としても

今一度、会員増強に対しご努力をお願いしたい。 ２．東日本

大震災 被災高校生支援 皆様方は既にいろいろな形で支援

活動されてきたと思いますが、ぜひこのプロジェクトに賛同、

参加していただきたい。３．地区内交流の活性化 この2760

地区は8分区82クラブあります。それぞれに特色があり、地

域によってもいろいろなクラブがあります。この機会に、普段

メーキャップに訪れることもない、クラブに行ってみて下さい。

きっと新しい発見と新しい出会いが生まれると思います。４．

オン ツーリスボン 本年度の世界大会は、田中作次ＲＩ会長

のもと、来年6月 22日よりポルトガルの首都リスボンで開催

されます。当2760地区では、リスボンで6月22日にガバ

ナーナイト開催する予定をしております。ぜひとも、みなさん

のご参加をお待ちしております。 

最後になりましたが、今後皆様のクラブがますます発展し、

皆様のご健康とご多幸を祈念いたしまして、本日のガバナー講

話を終わらせていただきます。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

【ガバナー公式訪問です。よろしくお願い致します。】 

小關  敏光君 古川  康司君 岩田  満治君 梶川  久雄君 

北村紀子さん 星川  直志君 山田  浩二君 梅村美知容さん 

道家  泰之君 伊藤  晋一君 西脇  多吉君 石黒    勉君 

梅田    渉君 尾関  正一君 加島    光君 香田  研二君 

杉浦  定文君

阿部  美男君

遠藤  友彦君

宇都木  寧君

半泊  與則君 

川村  智康君 

近藤    朗君 

 

柴山  利彌君 

横田  徳久君 

加藤  昌之君 

 

渡邉  泰彬君 

入江由希子さん 

加藤あつこさん 

 

【2013年リスボン国際大会へ】 

毎年、ロータリアンが世界中から集まり、新旧の交友を温め、

楽しみながらアイデアを交換し、ロータリーの活動を共に盛り

上げる機会となるのが、ロータリーの国際大会です。2013年

の国際大会は、6月 23～26日、ポルトガルのリスボンで開催

されます。  

友愛の家、分科会、大会前会議など、ロータリー・ファミリ

ーの絆を深める最高の機会となる国際大会にぜひご出席くだ

さい。 


