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こころに平和を

会

本日の例会（第１５３６回）

長：小關 敏光 幹
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◆創立記念夜間例会及び I.D.M.を行います。

３／１３（水）

《世界ローターアクト週間卓話》
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会 中山 信義君（名古屋錦 RC）

◆斉

唱 RS・奉仕の理想

会
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RC 様には大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願い致します。

3.次回例会(3/6)は創立記念夜間例会及び I.D.M.となっております。午
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後 5 時 30 分より例会、引き続き I.D.M.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。
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事

2.来る 3 月 1 日からロータリー適用相場(ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ)が 1 ドル 92 円(現
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1.本日は 5RC 合同夜間例会及び懇親会です。ホストクラブの名古屋錦
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く過ごし、親睦が深まることを祈念しまして、あいさつに代えさせて
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残すところ 4 ヶ月程になってしまいましたが、会員一同、更なる精進
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名 世界ローターアクト週間に因んで
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康司 会報委員長：近藤

いただきます。ありがとうございました。
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◆来 訪 者 受 付 半田 RC 青井

事：古川

を重ね、より充実した活動をしたいと考えております。今宵は、楽し

次回の例会（第１５３７回）
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れますことを心より感謝申し上げます。今

拶
会

篠田 光浩様

今年も恒例の 5RC 合同の例会が開催さ

会場：名古屋東急ホテル

挨

会長

回の設営、錦 RC の皆様には、重ねて感謝

長

小關

敏光

申し上げます。いよいよ、今年度も、残す

みなさん、今晩は。今宵は、恒例の 5RC

ところ 1/3 となりました。当名古屋北 RC は「Enjoy the Rotary」の

の合同夜間例会です。ホストクラブの皆様

もと、各種親睦活動を進めて参りました。お陰様にて、今期はメンバ

には、本例会をご準備いただき、心から感

ーの方のご協力のお陰で、二桁の新入会員をお迎えすることが出来、

謝申し上げます。ありがとうございました。さて、本年度の我が名古

雰囲気は盛り上がりつつあります。来月は、大きな事業として、家族

屋名北 RC は、「こころに平和を」をクラブテーマとし、例会の充実

親睦旅行会、視覚障害者ゴルフ協会・女子プロゴルフ協会への支援を

を通じて会員相互間の親睦を深め、退会防止、会員増強に努めて参り

目的としたチャリティゴルフ大会を残すのみとなりました。是非、名

ましたが、残念ながら昨年末に 2 名の退会者を出し、現在 37 名とな

古屋北 RC の皆様はこの行事への積極的なご参加をお願いします。こ

っております。近い将来、40 名を超えるべく、更なる努力をしたいと

のチャリティゴルフは、当メンバー以外の方の参加も大いに期待して

思っております。一方、ガバナー提唱にかかる東日本大震災の被災高

いますので、ご参加希望の方は当クラブ事務局までお問い合わせ下さ

校生への支援及び地区内他クラブとの交流につきましては、いずれも

い。また、まだまだもう少しの努力は必要ですが、R I 会長賞のメドも

積極的に取組み、殊に半田南 RC との交流につきましては、1 月 23

立ってきました。ガバナー賞に向けても現在努力中です。今年度、最

日に名古屋葵 RC にも加わっていただき、3RC 合同の夜間例会及び懇

後まで名古屋北 RC の皆様の一層のご協力をお願いします。本日は５

親会を開催し、大いに交流の実を上げることができました。今年度も、

ロータリーメンバーの方との親睦を大いに深めましょう。ありがとう
ございました。

名古屋守山 RC

会長

樋口 武人様

名古屋錦 RC

会長

佐藤

隆様

皆さん今晩わ！私共守山 RC のホーム

北・守山・名北・葵 RC の各会長の方々

グランドである守山区は今年区制 50 周

には、ご挨拶を戴き有り難う御座います。

年を迎え、2 月 10 日（日）に新しく出来

また各会員の皆様方には、多数ご参集戴き

ましたスポーツセンターで多数の区民を集め式典が行われました。現

まして本当に有り難う御座います。今年度ホスト役錦 RC 会長の佐藤

在、守山区は名古屋市で 3 番目に多い人口で 170348 人が住んでい

隆でございます。私ども錦 RC は、30 名あまりの小さなクラブですが、

ます。豊かな自然がまだたくさん残っている地域で将来楽しみな処で

女性会員も多く家族的なクラブです。５RC 合同例会のホストとして精

す。私共もこの守山区でいろいろな活動をしてきましたがもっと深く

一杯務めますので、皆様のご協力を衷心からお願い申し上げます。私

根をおろし、しっかりとした絆をつくっていきたいと思っています。

ども錦 RC は、創立 17 周年を迎えまして、本年度のクラブテーマは

先日の 2 月 16 日（土）には守山区にある児童養護施設「和進館児童

「現実と夢との共生」といたしました。物心を造るにも売るにも、ま

ホーム」の小学生達に新地区補助金とクラブの助成金を使い「スキー

た、人生をよりよく生きるにも、「現実」と正しく向き合うだけで進

旅行」をプレゼントしました。朝の 7 時にひるがの高原へバスで出発

めますと何時かは行き詰まります。そこには同時に、「夢」（遊び）

するということで私を含めて 5 人で見送りに行ってきました。子供達

が不可欠と、私は考えています。早く奈良時代の『万葉集』に、

は皆嬉しそうで笑顔がいっぱいでした。親の虐待を受けて児童ホーム

憶良らは 今は罷らむ 子泣くらむ それその母も 我を待つらむそ（巻 5・337）

にきている不幸な子供達が少しでもいい思い出をつくって欲しいと願

の有名な山上憶良の宴会の歌があります。宴会に出席した憶良は、子

った企画です。私共に大きな声で「ありがとうございました」とお礼

供が泣いているだろう。その子の母も私の帰りを待っていると詠んで

を言ってくれ、私共もいいプレゼントをしたなと実感しました。後か

いますが、現実の事実でしょうか。おそらく、幼子はお父さんの帰り

ら写真や作文を書いてくださるという事で楽しみにしています。これ

を待って泣くことはありません。奥様方も宴会帰りの夫など待っては

からもロータリークラブとして世の為人の為になるような企画をどん

いません。この歌は宴席の座興の盛り上げ歌だと考えます。今日のこ

どんと出していきたいと決意をあらたにしています。さて私共守山 RC

の合同例会が、憶良のように会員相互の親睦と友情の交換の場となり

も来年創立 50 周年を迎えます。どうかその時には各クラブの会長・

ますことを一身に希望致しまして、ホストクラブ会長の挨拶に代えさ

幹事様にご招待申しあげますので宜しくお願いします。

せて戴きます。
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皆さん、
お忙しいところ伝統の合同例会

会長エレクト

阿部 恵彦様

にご参集頂き、有難う御座います。今年度

佐藤会長はじめ錦 RC の皆様、設営ありがとうございました。名古

は千田ガバナーの方針
「タッチザロータリ

屋葵 RC は来年で創立 9 年目のクラブです。また会員の総数は 24 名

ー」に従い、地区内から親睦を深め、結束を強めて行こうと言う会合

と経験も浅く、人材も決して豊富ではありません。しかし何時までも

です。私共葵 RC は設立して日も浅く、先輩ロータリアンにまだまだ

そのような言い訳は許されません。錦 RC はじめ、諸先輩達の設営を

教えて頂くことも多いと存じます。さて、今年度は田中作次会長の「奉

参考にしていただき来年度、楽しく、活発な企画、運営を目指し交流

仕を通じて平和を」をテーマに半期が過ぎまして、昨年の総選挙で政

と親睦を深められる有意義な合同例会を計画していきます。また世界

権交代がなされアベノミックスで為替と株価が動き出しこれから日本

中のロータリークラブにおける活動は変化を求められています。その

経済も良く成って行くのかなと思いました。ところが残念な事に、ア

ような流れも意識しつつ計画を進めたいと思います。本日は交流と親

ルジェリアで日本企業の社員が 10 人もお亡くなりになり、ミャンマ

睦を大いに深め、楽しい時間を過ごさせていただきます。よろしくお

ーでは国内紛争が有り、北朝鮮ではミサイルの打ち上げ、核実験がさ

願いいたします。来年、多くの皆様の参加をお待ちしています。

ニ コ ボ ッ ク ス

れた現状です。奉仕活動を通じて武器を持って社会に反旗を翻す行動
を止めるのは気の長い活動と思います。しかしオバマ大統領の就任演

長谷川正孝君（元東名古屋分区ガバナー補佐）本日はよろしくお願い致します。

説にも有りました様に、強大な国家が武力で押さえつけてテロを抑え

【5RC の夜間例会です。名古屋錦 RC の皆様、ありがとうございます。】

込む時代も終焉を迎えつつ有ります。これから田中さんの言われた通
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り奉仕を継続した末に平和がおとずれるのをひたすら願い続けるしか
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ないと再認識させて頂きました。本日は、そうした奉仕活動について
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皆さんに教えて頂くひと時と思います。どうぞ私達葵を改めて宜しく
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お願い致します。
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