
           

                                                               

本日の例会（第１６４７回）  ７／１５（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

次回の例会（第１６４８回）  ７／２２（水） 

◆卓話紹介会員 杉浦 定文君 

◆スピーカー 名古屋ガストロノミープロジェクト 

               主宰  ランディ 様 

◆題    名 人気ブログの裏話 

第１６４６回例会記録       ７／８（水）雨 

◆司    会 石黒  勉君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆来訪者紹介 名古屋錦RC 石井 弘子さん 他1名 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1644回例会 

欠席会員数  7名  欠 席 会 員  3名中 

出席会員数  30名  MAKE UP  2名 

出 席 率  81.08％  出席率訂正  97.06％ 

会  長  挨  拶 

会  長  加藤 昌之 

先日 7 月 4 日に新旧会

長と幹事の為の会を開い

ていただき、また 30 名も

の方にご参加いただき、誠

にありがとう御座いまし

た。毎年設営いただいております藤原先生には感謝いた

しております。 

我がロータリーは 35 年になりますが、こうした一つ

一つの行事の中にロータリアンとしての友情を感じます。

先日遠藤先生から 20 年前の懇親会を写した写真を見せ

ていただきました。皆様のお若いときの様子や故人とな 

 

られましたが懐かしい方のお顔を拝見しました。まるで

家族写真を見るようで心地よい時間を頂きました。 

この写真のように、ロータリーライフにおいて互いに

親睦を深め、大切な人生の一ページに大きな意義を見い

だして行きたいと思います。 

そんなロータリーの仲間も今年は 37 名スタートにな

ります。一人でも多くの仲間をご紹介いただきまして、

この 35 周年を楽しく過ごして行きたいと思います。 

幹  事  報  告  

1.来る 7 月 29 日(水)、アパホテル名古屋錦にて行われ

ます夜間例会及び I.D.M.の出欠票を同封致しましたの

で、7 月 17 日(金)までにご提出下さい。 

委 員 会 報 告 

・セントラル愛知交響楽団コンサートのご案内 

（親睦活動副委員長    玉置 正樹） 

ご  案  内 

・食の会「ホテルオークラ“桃花林”」のご案内 

（世話人    西脇 多吉） 

 

 

表敬訪問でご挨拶をされる 

名古屋錦ロータリークラブの石井新会長 

 

2015-16年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

みんなのために！ 
～奉仕と親睦を楽しむ～ 

ロータリークラブ 

WWeeeekkllyy  RReeppoorrtt  
２０１５～２０１６年度 Ｎｏ．３ 

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：加藤 昌之 幹 事：足立 陽一郎 会報委員長：杉浦 定文 題 字：遠藤 友彦 



－ 前年度出席表彰 － 

 

尾関直前出席委員長より、2014～15 年度のホーム

クラブ 100％出席会員として、古川康司君並びに岩田滿

治君が紹介され、表彰された。 

 

パストエンブレムを贈呈された橫井直前幹事 

クラブフォーラ ム 

本年度の名北ロータリーの運営方針 

会 長   加藤 昌之 

本年度は 35 周年の記念すべき年度です。しかしなが

ら会員は 37 名のスタートとなり残念事態です。平成 5

年度には 79 名の会員がいました。ちょうど半分の会員

になりますが、クラブとしてやるべき事柄は全く変わり

ません。少ない会員で効果的な運営を行いながら、快適

なクラブ運営にしなければなりません。一人一人がみん

なの為に、みんなが一人の為に何かしてあげられるかが

重要となります。「みんなのために」は、そのような友情

に包まれたフレンドリーな会にして行きたいと思います。 

行事については、所定の例会だけではなく、「食の会」

などの有志の会を通じてより親睦を深めて行きたいと思

います。 

また、増強が本年度の最大のテーマです。例会や、有

志の会に参加いただきながらクラブの雰囲気を十分理解

して入会していただきたいと思います。皆様のお知り合

いを今一度見渡して仲間にふさわしい方を紹介ください。 

会場監督   梶川 久雄 

  日本では会場監督と言っていますが、ロータリーで

はやはりＳ.Ａ.Ａ.と万国共通の名称で呼んだほうが、す

っきりしています。Ｓ.Ａ.Ａ.を辞典で調べると、「Ｓｅ

ｒｇｅａｎｔ（ｏｒＳｅｒｊｅａｎｔ）－ａｔ－Ａｒ

ｍｓ」の略で、Ｓｅｒｇｅａｎｔは、軍曹、巡査部長

の意味、～ａｔ・ａｒｍｓは、守衛（議会・法廷社交

クラブ等の）とあります。この S.A.A. という名がそ

のままロータリーに導入され、ロータリーの諸解説書

によれば「武装した護衛官」・・「クラブ例会その他

ロータリーの会合に於いて、気品と風紀を守り、会合

がその使命を発揮出来るように設営、監督する責任を

有する人」とあります。 

今年度方針 1）開会前の握手、喫煙テーブルは継

続。2）会場設営委員の方は腕章、親睦委員の方は襷

を当番か否かにかかわらず着用して下さい。3）卓話

中の私語の件は、S.A.A.だけでは何ともならず、ロー

タリアン各位の良識の問題と思います、ご協力のほど

宜しくお願いします。クラブ奉仕各委員会の皆様とと

もに楽しく、規律ある例会運営に努めて参る所存です、

重ねて皆様のご協力のほど宜しくお願い申しあげま

す。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

石井 弘子さん（名古屋錦） 

20 期が始まりました。名古屋錦ロータ

リークラブもようやく成人式です。皆様

これからもどうぞよろしく。 

藤岡 省吾君（名古屋錦） 

名古屋錦ロータリークラブから石井会

長と共にご挨拶に参りました。幹事とし

て務めさせて頂きます。ご指導下さい。 

加藤 昌之君 本日は錦ロータリークラブの石井会長様

と藤岡幹事様をお迎えしての例会です。

お出掛けいただきありがとうございます。 

古川 康司君 ホームクラブ 100％出席をお祝い頂き

まして有難う御座います！! 

阿部 美男君 ニコボックス、ありがとうございます。 

【来年の七夕を期待して。】 

星川 直志君 梶川 久雄君 岩田 滿治君 北村 紀子さん 

玉置 正樹君 尾関 正一君 渡邉 泰彬君 足立陽一郎君 

石黒  勉君 近藤   朗君 横井 尚啓君 尾關實津成君 

遠藤 友彦君 柴山 利彌君 橫井  登君 祖父江佳乃さん 

西脇 良一君 

香田 研二君 

赤崎 守弘君 

斉藤 裕也君 

杉浦 定文君 

 

横田 徳久君 

木村 雅一君 

 

入江由希子さん 

加藤あつこさん 

 

 


