
                                                                         

本日の例会（第１６４３回）  ６／１７（水） 

◆卓話紹介会員 足立 陽一郎君 

◆スピーカー 会 員 横田 徳久君 

◆題    名 国際奉仕事業 

「カンボジアの水支援及び教育支援」について 

次回の例会（第１６４４回）   ６／２４（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

（時間：午後 5時 30分～   会場：アパホテル名古屋錦） 

第１６４２回例会記録      ６／１０（水）晴 

◆司    会 杉浦 定文君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆来訪者紹介 元名古屋第二分区代理・名古屋北 RC 

浦野 三男君 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1640回例会 

欠席会員数  9名  欠 席 会 員  6名中 

出席会員数  30名  MAKE UP  3名 

出 席 率  76.92％  出席率訂正  91.43％ 

会  長  挨  拶 

会  長  岩田 滿治 

先日、仕事関係の会合で群馬

県の伊香保温泉に車にて行って

参りました。 

小牧より中央道岡谷ＪＣを経

て「長野自動車道更稙ＪＣ、上信越自動車道高崎から関越自動

車道にて渋川伊香保迄約 5 時間、片道 400Ｋ強、翌日、中央

自動車道での走行中、下り坂で速度が 140 キロを超えてしま

い、慌ててエンジンブレーキを掛けたところ後ろから来たバイ

クが猛スピードで追い越した途端、ストロボのようなすごい光、

オービスにてアウト！しまったと思ったがもう遅い、免許停止

か、罰金はどれくらいかと考えながら 10Ｋほどしばらく走行、

サービスエリアを過ぎたところで、一台のパトカーが先程のバ

イクの前方に赤灯つけて走行、もう一台のパトカーが自分の後 

 

ろについて、マイクにて○○ナンバー車の運転手さん、そのま

ま車間距離を取ってバイクの後ろについて行きなさい！次の

ＩＣ出てから高速警察隊分駐所なるところへ連れて行かれ、オ

ービスの写真を見せられたが、何かおかしい？ 

一般車両と違ってバイクは前面にナンバープレートが着け

てない為にオービスで撮った画像は取締まりの為に数キロ先

の高速道路で待機するパトカーのパソコン画面にすぐ送られ

て同時に装置で車の流れを監視しているセンターからもバイ

クの形状などの特徴がパトカーに伝えられるそうです。結局、

追い越しを掛けたバイクの特徴を確認させられサインの上、無

罪放免！ 

安全運転第一と深く反省の次第。午後 2時頃帰宅、何はとも

あれ疲労困憊！ 

幹  事  報  告  

1.北区暴力追放協議会より感謝状を頂きましたので、後程会長

よりご披露して頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

北区暴力追放協議会からの感謝状のご披露 

クラブフォーラ ム 

親睦活動副委員長 道家 泰之 

当クラブの皆様、本年度の親睦

活動に多大なご協力を賜りまし

て、厚く御礼申し上げます。特に、

8 月に私が委員長代行となって

からは、皆様により多くのご支援をいただき、何とかここまで

たどり着くことができました。重ねて御礼申し上げます。 

2014-15年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

和(なごみ)と輪  

ロータリークラブ 

WWeeeekkllyy  RReeppoorrtt  
２０１４～２０１５年度 Ｎｏ．４２ 

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：岩田 滿治 幹 事：横井 尚啓 会報委員長：入江 由希子 題 字：遠藤 友彦 



さて、来る 6 月 24日（水）に本年度最終の夜間例会及びＩ.

Ｄ.Ｍ.が開催されます。当ホテル 11階の「ビルゴ」にて午後 5

時 30分から例会を行います。アトラクションはテノール歌手、

宮崎
みやざき

智
とも

永
なが

さんの歌をピアノ演奏とともにお楽しみいただく予

定です。皆様ぜひご参加ください。 

 

社会奉仕委員長 近藤  朗 

社会奉仕委員会としては、まず、

市内25RC社会奉仕委員会活動と

して、当クラブが推薦した社会福

祉法人の身体障害者通所授産施設名肢会サンホープ名古屋へ

の支援が継続されました。 

平成 26 年 11 月には、CBC チャリティ募金への募金を行

いました。 

また、平成 27年 2月 18日には、優良警察官の表彰を行い

ました。同日、合わせて愛知県北警察署署長坂野 優様には、

卓話を頂きました。薬物事犯の現状に加え、ざっくばらんに警

察官としての日常についてお話頂きました。お仕事の大変さを

知り、ささやかながらも、継続させていただいている表彰の意

味を改めて感じました。 

さらに、平成 27年 5月 27日には、環境週間のゲストとし

て、公益財団法人水と緑の公社の平野守幸様、中岡優亮様をお

迎えして、「水環境を快適にする下水道」に関する卓話を頂き

ました。「環境のため、我々一人一人に何ができるか」という

具体的なお話で、非常にためになりました。 

 

国際奉仕委員長 杉浦 定文 

今年度国際奉仕委員長をさせ

て頂きました杉浦定文です。 

今年度当クラブとしては独自

の活動は行っておりませんでしたが地区の事業に参加させて

頂きました。ポリオ撲滅のための地区として協力事業、またア

ジアの発展はアジアのクラブでと言う方針のもと、どのように

協力するかと言う事を今期数回の地区委員長会議にて話し合

いました。また 6月には会員の横田君がカンボジアでの協力事

業のため現地に赴いております。当クラブからは五万円を補助

金として寄付させて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員長 梶川 久雄 

名古屋名城 RACについて 

例会は月 2 回、特別例会は 1

～2 回、年間 25～26 回開催さ

れている。最初と最後の例会は提唱 12RCが担当 RCとなる。

通常例会は 3RC各々に担当となり例会に出席する。年間 4回

合同 RA委員会が開かれ、運営状況報告、意見交換等が行われ

る。 

6 月 2 日には新旧合同引継会議が開催された。財政面では、

提唱 RC 補助金\3,000-×642 名（2014/3 現在）→200

万円弱と積立基金\500-×642 名→30 万円強が収入の 3 分

の2を占める。3分の1はRAC入会金、年会費（\30,000-）、

RC・RACのビジターフィー・ニコボックス等で収入とする。 

支出面では、RC・地区・他クラブに関する支出が 5 割、クラ

ブ運営費が 5割となる。積立基金収支は別途。主管 RC及び合

同 RA委員会の指導の下、適正に運営されている。 

RAC例会は 7時半から始まるが、18～30歳の現役世代で

あるので、仕事・学校の都合で出席率が 40～70％で低調で気

になるがやむを得ないと思う。会員増強は RC会員の紹介、協

力が必須である事を痛感する。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

浦野  三男君（元名古屋第二分区代理･名古屋北 RC） 

先般のロータリーフォト俳句写真展がお陰様で盛大に無事終

了しました。ご協力ありがとうございます。 

尾関 正一君 

暑さに負けずがんばります。 

祖父江佳乃さん 

今日発売の PHP に少しだけ載っています。 

立ち読みして下さい。 

【本日入れてあと 2回。】 

岩田  滿治君 香田  研二君 梶川  久雄君 渡邉 泰彬君 

遠藤 友彦君 古川  康司君 横井  尚啓君 橫井  登君 

星川  直志君 杉浦  定文君 道家  泰之君 北村 紀子さん 

柴山  利彌君 尾關實津成君 斉藤 裕也君 藤原  研一君 

西脇 良一君 

松岡 三明君 

西脇  多吉君 

加島  光君 

阿部 美男君 

半泊 與則君 

玉置 正樹君 

伊藤 晋一君 

赤崎 守弘君 

梅田  渉君 

加藤 昌之君 

 

 


