
                                                                                          

 

本日の例会（第１６５９回）   １０／２１（水） 

《米山月間卓話》 

◆卓話紹介会員 米山記念奨学委員会 委員長 北村 紀子さん 

◆スピーカー 元米山奨学生 ウ エイ様 

◆題    名 報恩・奉仕・繁栄 

次回の例会（第１６６０回）   １０／２８（水） 

◆卓話紹介会員 国際奉仕委員会 委員長 香田 研二君 

◆スピーカー  

社会福祉法人愛知育児院 児童養護施設南山寮  

施設長 山田 勝己様 

◆題    名 逆風を生きる子どもたち 

        ～児童養護施設で育つということ～ 

第１６５８回例会記録      １０／１４（水）晴 

◆司    会 渡邉  泰彬君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 

国際ロータリー2760 地区 ガバナー 加藤 陽一様 

国際ロータリー2760 地区 地区幹事 大竹 一義様 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1656 回例会 

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  29 名  MAKE UP  3 名 

出 席 率  78.38％  出席率訂正  100％ 

 

 

 

 

 

 

加藤ガバナー並びに大竹地区幹事をお迎えして 

例会前に行われた３RC（守山・錦・名北）会長・幹事懇談会 

 

会  長  挨  拶 

名古屋守山ロータリークラブ     

会 長 井上 誠 様 

皆さん、こんにちは。 

本日はガバナー公式訪問合同例

会ということで、ホストを務め

て頂きました名古屋名北ロータ

リークラブ 加藤 昌之会長は

じめ会員の皆様には大変お世話

になりました。 

また先程会長、幹事懇談会ではいろいろなお話をお聞かせいただき、

大変勉強になりました。ありがとうございました。明日からのクラブ

活動に生かしていきたいと思っております。 

 私たち名古屋守山ロータリークラブは、先日２５００回例会を迎え、

みんなでお祝いをしたところであります。改めて年月を重ねた重みと、

これからのクラブの在り様について考える例会になりました。 

 現在、会員数は４０名です。会員増強について、どうすれば会員を

増やせるのか、色々なことにチャレンジしている最中です。 

 私が幹事を務めた年度の会長は、今年度の副会長の重冨です。よく

会長時代に申していました、「新幹線は他の電車と違って全ての車輪が

駆動して走っている。我々もそれでなきゃいけない。」最近、特にそう

思います。みんなで力を合わせて、人数の少ないこのクラブを盛り上

げていかなくてはならない、現在そういうところに立たされているの

だと思っております。 

 私たちは来年４月に、ホノルルハーフマラソンに参加します。自分

のやりたいことをメンバーに押し付けてしまいましたが、みんなで完

走目指して頑張ります。人生には感動が大切だと思っています。皆さ

んも是非走ってみませんか？一緒に感動を味わいましょう。 

 ありがとうございました。 

 

 

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 

W e e k l y  R e p o r t

２０１５～２０１６年度 Ｎｏ．１４ 

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 



名古屋錦ロータリークラブ  

会 長  石井 弘子 様 

こんにちは！加藤ガバナー、大

竹地区幹事、ようこそいらっし

ゃいました。ホストの名古屋名

北ロータリークラブの皆様、お

世話になります。 

今期、名古屋錦ロータリークラ

ブは、２０周年を迎えます。４月１２日には熱田神宮会館で記念例会

を行います。記念事業として、御園座の屋上にあったお社を修復し、

東日本大震災の被災地である陸前高田市の愛宕神社に贈呈することに

なり、準備が着々と進行しています。 

ワールドフード＋ふれ愛フェスタまであと１０日ほどになりました。

私たち東名古屋分区は、東日本大震災で被災した企業を応援するため

に、東北の食料品を販売します。昨年のフェスタで名古屋錦ロータリ

ークラブが行った活動が原型になり、大幅にパワーアップされました。

私は東海岩手県人会の会長でもありますから、ずっと被災地に協力し

てきた者として、ものすごくうれしいです。気持ちは態度で示さなけ

れば、と、東名古屋分区の皆様と東海岩手県人会、東北食品の販売会

社である（株）みちのく屋をつなぐパイプ役になろう、と決意しまし

た。今はみちのく屋と一緒に仕入れ準備の真っ最中です。当日は県人

会の会員がロータリーの皆様と一緒に販売に頑張ります。美味しいも

のがいっぱいです。被災企業のためにたくさんお買い上げをお願い致

します。 

忙しい時こそ、微笑みが大事です。今期のモットーは、「Ｓｍｉｌｅ！ 

お互いのために」。自分の心の安定のためにニコニコしよう、周りのモ

チベーションを上げるためにニコニコしよう、どんな時にも、自分に

も良く、相手にも良く、両方がニコニコできる方法を考えよう。それ

をいつも頭に置いて活動しています。 

２８名の小さなクラブです。３分の１が女性です。穏やかで家庭的な

のが取り柄です。仲間を増やそう、と一生懸命です。 

加藤ガバナー、お近くでお話を聞ける、と楽しみにして参りました。

よろしくお願い致します。 

 

名古屋名北ロータリークラブ 

会  長  加藤 昌之 

本日は、加藤カバナーをお迎

えしての例会です。また、守山

ロータリーと錦ロータリーの

皆様との合同例会です。十分お

楽しみください。 

 本年度の地区方針『ロータ

リーの原点に学ぶ』から、わた

しは「奉仕」「親睦」を思い描きました。私のロータリーのイメージは

「奉仕の精神で集まった仲間たちと、親睦を深める集い」との思いか

らです。従って年間のテーマを「みんなのために」サブテーマを「奉

仕と親睦を楽しむ」とさせていただきました。 

 ロータリーでは奉仕を５つのカテゴリーに分けて、しっかりとし

たプログラムで運営しています。ロータリーには奉仕の理想を高めて

いこうとする志があります。その志を高めるべく日頃の活動の中で、

バランスよく活動していく事を目指しています。 

 私は加藤ガバナーの「高潔なロータリアンを目指し、常にバッジ

を着用する」その行動指針にとても共感いたしました。志は日常の忙

しさの中で何かと打ち消されがちになります。高い志を維持しようと

する事はとても難しい事です。しかし、ガバナーは「常にバッジをつ

けよ」と言われます。私は、はっと思いました。この方法があるのか、

これならば簡単に私にも出来る。 

 それ以降、私はことあるごとにバッジをつけて出歩きます。常に

誰かから見られている意識があることと、ロータリアンの実績に裏打

ちされたプライドが心地よいからだと思います。日頃の言動が「高潔

なロータリアン」になっているかどうかは分かりませんが、ロータリ

ーの一員としての強い責任感みたいなものを感じます。 

 私はあえて皆様にお勧めしたい、「出かけるときは忘れずに」と。

ロータリアンとしてのモチベーションが高まります。 

 また、このモチベーションを維持していくには、同じ志を持った

仲間と交流する事が最も大切だと思います。週１回の例会はその為の

とても大切な時間だと思います。そして本日のような他のロータリア

ンとの交流は日頃とまた違ったエネルギーをもらう事が出来ます。 

 そんな意味でも、本日の限られた時間ではございますが、皆様に

取って有意義な時間になる事を祈念いたしまして、会長の挨拶と替え

させていただきます。 

幹 事 報 告 

１．本日は、国際ロータリー第 2760 地区 ガバナー 加藤陽一様並

びに同地区幹事 大竹一義様、名古屋瀬戸 RC 三宅様をお迎えしての

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．ロータリー財団への寄付申込書の締め切りは、10 月 16 日（金）

までとなっております。ご提出がまだの方はよろしくお願い致します。 

なお分割寄付をご希望の方は、必ず分割額をご提示下さい。 

ガバナー卓話 

国際ロータリー2760地区 ガバナー 加藤 陽一様 

 

 

 

 

（ＲＩテーマ） 

 ・ラビンドラン会長のテーマ「Be a gift to the world」 

    34 人の日本人ガバナーとこのテーマの内容について話し合い「世

界のプレゼントになろう」「世界へ奉仕しよう」と日本語に訳し、

これを承認された。 



（地区の方針） 

 「ロータリーの原点に学ぶ ～友情と寛容の輪を拡げよう～」 

 ・常にバッチを着用し、高潔なロータリアンを志す。 

 ・例会に積極的に参加し、ロータリーの活動を楽しむ 

 ・自主的クラブの運営 

 ・会員の増強、退会防止 

 ・地区の改善・改革 

（地区からのお願い） 

 ・10 月 24 日・25 日に開催されるＷＦＦへの参加 

 ・10 月 31 日・11 月 1 日に開催される地区大会への積極的な出席 

 ・来年 6 月にソウルで開催される国際大会への積極的な参加 

 ・希望の風奨学金の継続支援 

（その他） 

 ・RI 会長賞への挑戦 

ニ コ ボ ッ ク ス 

国際ロータリー2760 地区 ガバナー 加藤 陽一様 

国際ロータリー2760 地区 地区幹事 大竹 一義様 

瀬戸ロータリークラブ 三宅 正人様 

本日は大変お世話になります。地区幹事共よろしくお願い致します。 

伊藤 晋一君 

10 月ゴルフ友の会コンペにて優勝させて頂きました。 

【本日は、ガバナーをはじめ守山、錦の皆様をお迎えしております。

楽しいひとときを過ごしたいと思います。】 

加藤 昌之君 藤原  研一君 梅田  渉君 加藤あつこさん 

尾關實津成君 梶川  久雄君 渡邉  泰彬君 岩田  滿治君 

古川  康司君 横田 徳久君 西脇  多吉君 橫井  登君 

横井  尚啓君 玉置 正樹君 松岡 三明君 杉浦  定文君 

柴山  利彌君 

小關  敏光君 

 

近藤    朗君 

尾関  正一君 

 

 

宇都木 寧君 

阿部 美男君 

 

梅村美知容さん 

入江由希子さん 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


