
           

                                                               

本日の例会（第１６５２回）  ８／２６（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

次回の例会（第１６５３回）   ９／２（水） 

◆2RC（錦・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

（時間：午後５時 30分～  会場：アパホテル名古屋錦） 

第１６５１回例会記録      ８／１９（水）曇 

◆司    会 渡邉 泰彬君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介 

 会長ゲスト シンガポール・ラッフルズシティ RC 

                      江嵜 成教様 

星川直志君ゲスト 名古屋名城 RAC 初代会長 

   (株)クロダ 代表取締役 黒田 康忠様 

◆来訪者紹介 国際ロータリー第 2760地区  

                ローターアクト委員会 委員  武田 正典様 

 他 8名 

◆バナー交換 シンガポール・ラッフルズシティ RC 

                      江嵜 成教様 

◆来訪者受付  津島 RC 伊藤 彰浩君 他 35名 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1649回例会 

欠席会員数  9名  欠 席 会 員  8名中 

出席会員数  28名  MAKE UP  4名 

出 席 率  75.68％  出席率訂正  88.57％ 

－ 名古屋名城ＲAＣとの合同例会を開催 － 

会  長  挨  拶 

会  長  加藤 昌之 

本日は名城ローターアクト

との合同例会です。名城ロー

ターアクトとは、名北ロータ

リーを始め 12 のロータリー

が提唱しております。ロータ 

 

 

リー5大奉仕の一つ青少年奉仕にあたります。組織において次

世代を担う若者を育成する事は、組織発展し成長する為の源で

もあります。ローターアクトは 30歳までで卒業ですが、その

後ロータリーに入ってロータリーの奉仕の理念をリードする

人材になればよいと思っています。 

先日我が社も新卒の面接を行いました。我が社の様な中小企

業にはなかなか応募が無いもので今年はたった 2 名の応募で

した。迷わず早速 1名に内定を出しました。我が社も今年 30

年ですが未来を築く若い世代の育成こそが社会に貢献できる

企業の姿だと思って採用し続けます。 

孟子曰く「君子の 3楽」という言葉があります。徳のある人

の３つの楽しみという事です。第 1は父母が健在で兄弟が仲良

く暮らす事。第 2 に公明正大に生きる事。第 3 に若い世代を

育成する事。第 1、2は分かりますが、若者の育成が 3楽に入

るのは意外ですが、若者の成長し我々の意志を次世代に受け継

ぎ理念を継承発展する姿を見る事はとても喜ばしい事です。 

毎年新卒を採用し育てるのもそのような社会貢献というよ

り、自社の理念を継承発展させる期待があるからです。自社と

ロータリーの発展同次元に語るつもりはありませんがまさに

真理だと思います。 

皆様この若きローターアクトに期待をすると共に、長い目で

成長を援助し見守る事はロータリアンの 3 楽と言えるでしょ

う。もっと具体的に言えば、ローターアクトメンバーを本年度

3人くらい紹介できる名北でありたいと思います。 

 

名古屋名城ローターアクトクラブ 

会  長    渡邉 博人 様 

平素は名古屋名城ローター

アクトクラブに多大なるご支

援、ご協力を賜りまして、まことにありがとうございます。今

期一年会長をつとめます渡邉博人と申します。 

変化は進化という言葉があります。 

変化することはとても刺激的で楽しみなことがある一方で、
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大変なことも多く、エネルギーが必要です。その大変なことを

やらされると思ってやるか、楽しんでやるかでは大きな違いが

あります。 

我々名古屋名城ローターアクトクラブも変化の年を迎えよ

うとしています。来年度、2760地区ローターアクトのホスト

の年がまわってきます。その大変な役割を受けるにあたり、多

くの困難に打ち勝つには楽しむことが一番だと思っています。 

今期名古屋名城ローターアクトクラブのクラブテーマを「全

力」としました。ローターアクトの活動を全力でしようという

ことで決めましたが、特に「全力」で楽しむことが一番大切だ

と思っています。実りある活動をするにも、モチベーションを

維持する為にも楽しむことが一番の原動力になると考えてい

ます。名城会員一同、「全力」で活動していきます。 

皆様方のあたたかいご支援を宜しくお願い致します。 

 

幹  事  報  告  

1.本日は名古屋名城ＲＡＣとその関係者の皆様との合同例会で

ございます。ごゆっくりお寛ぎ下さい。 

2.本日の例会に姉妹提携クラブのシンガポール・ラッフルズシ

ティＲＣ会員の江嵜成教様がご来訪されております。後程、

ご挨拶をして頂きます。 

 

 

シンガポール・ラッフルズシティ RC 

江嵜成教様とのバナー交換 

 

名古屋名城 RAC参加者自己紹介 

      「アクトを続けていて一番楽しかったこと」 

 

地区ローターアクト委員 武田正典様 

による乾杯のご発声 

 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

武田 正典様（RI 第 2760地区ローターアクト委員） 

遠藤 賢彦様（名古屋守山 RC・ローターアクト委員長） 

植村 元雄様（名古屋錦 RC・青少年奉仕委員長） 

山元 康裕様（名古屋東山 RC・青少年奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長） 

佐藤 敏夫様（名古屋東山 RC・青少年奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ副委員長） 

山田  真様（名古屋葵 RC・青少年奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長） 

岡田 浩人様（名古屋葵 RC・青少年奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ副委員長） 

石井 弘子様（名古屋錦 RC・会長） 

本日はお世話になります。 

祖父江佳乃さん 

8月 12日の中日新聞の夕刊にちょっとだけ載りました。 

読んでいただけたら幸いです。 

【本日はローターアクトの皆様との合同例会です。 

楽しんでお過ごし下さい。】 

加藤 昌之君 藤原  研一君 斉藤 裕也君 尾関  正一君 

西脇  多吉君 渡邉  泰彬君 橫井  登君 松岡 三明君 

岩田  滿治君 梶川  久雄君 足立陽一郎君 入江由希子さん 

星川  直志君 梅田  渉君 小關  敏光君 横井  尚啓君 

古川  康司君 

赤崎 守弘君 

尾關實津成君 

北村紀子さん 

石黒  勉君 

香田  研二君 

玉置 正樹君 

杉浦  定文君 

 

西脇 良一君 

阿部 美男君 

 

 


