
                                                                                          

 

本日の例会（第１６７７回）     ３／１６（水） 

◆リーダー研修委員会報告を行います。 

次回の例会（第１６７８回）     ３／２３（水） 

《優良消防署員表彰》 

◆卓話紹介会員 職業奉仕委員会 

                委員長  近藤  朗君 

◆スピーカー 名古屋市北消防署 

                署  長  坂野 優様 

◆題    名 平成２７年 名古屋市の救急について 

第１６７６回例会記録      ３／９（水）雨 

◆司    会 尾關 實津成君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

《世界ローターアクト週間卓話》 

◆卓話紹介会員 青少年奉仕委員会委員長  小關  敏光君 

◆スピーカー 名古屋名城ローターアクトクラブ  

クラブ奉仕委員長 水野 里咲様 

◆題    名 「未来への投資としてのローターアクト」 

 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1674回例会 

欠席会員数  12名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  25名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  67.57％  出席率訂正  96.88％ 

 

会  長  挨  拶 

                                 副会長 梶川 久雄 

 本日は、第１６７６回例会です、

副会長挨拶をさせていただきま

す。先週、３/５（土）は、内輪

だけの「３５周年記念例会」が、

「か茂免」で行われました。アッ 

 

トホームで、大変楽しいひと時を、過ごすことが出来ました。本日は、

後ほど、世界ローターアクト週間卓話を、名古屋名城ローターアクト

クラブ・クラブ奉仕委員長・水野里咲様にしていただきます、宜しく

お願い申し上げます。 

さて、地区審議会が、３/３（木）に開催されました、私が出席して

きましたのでその報告をさせて頂きます。ＲＩ理事会から地区ガバナ

ーの任務に関する最近の理事会決定事項について連絡があった。

「69.030.7・・財務報告の不履行」・・・ＲＩ細則第１５・０６０・

４項に説明されている財務表には、そのガバナーが受け取ったすべて

の資金がふくまれるものとする。そのガバナーはまた、ガバナーとし

ての年度終了後３ヵ月以内に、自分の財務報告書を事務総長に送付す

るものとし、その報告書は、第１５、０６０、４項に基つき、独立検

査を受け、地区の会合に提出の上、すべてのクラブによる討議に付さ

れたという証拠とともに送付されるものとする。完全な財務表がクラ

ブと事務総長に配布されなかった場合、または地区会合で討議に付さ

れず、採択されなかった場合、完全な財務表がクラブおよび事務総長

に配布され、地区会合において採択されるまで、そのガバナーは、以

下を受ける資格を失う事となるものとする。 

＊ＲＩからの一切の経費支払。 

＊ＲＩボランティアとしての一切の任命または任務。 

＊ロータリー財団における一切の任命または任務。 

＊ＲＩまたは財団からの一切の表彰・資金授与。 

理事会は，ロータリーの資金が完全な透明性をもって使用され、責

任の所在が明らかとなるよう、この決定を下しました。当地区では、

年度終了後３ヵ月以内９月末までには、前期決算も含む前期ガバナー

報告書を目にしているので問題ないと思う。実際に外国の地区で財務

報告の不履行が、あったか否かは、定かでは無い。適正な財務報告の

履行は、日本人的感覚からすれば、至極当然の事であり、今更ながら

と思うのは、私だけであろうか？ 

 

幹 事 報 告 

１．３月７日から１３日は世界ローターアクト週間です。本日は、名

城ローターアクトクラブ クラブ奉仕委員長 水野 里咲様をお

招きしております。後程週間に因みまして卓話をして頂きますの

でよろしくお願い致します。 

２．ガバナーエレクト事務所より、会員の加島 光君へ 2016-2017

2015-16年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 
みんなのために！ 
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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 



年度地区国際奉仕委員会委員の委嘱状が届いておりますので、後

程梶川副会長よりお渡しして頂きます。 

３．来る４月６日（水）の新旧理事役員委員長引き継ぎ会議のご案内

を同封致しました。尚、回答及び申し送り事項の締め切りは、３

月２３日（水）までとなっておりますので、よろしくお願い致し

ます。 

 

ご案内 

・第 2760 地区第 6 回フォト俳句展への作品出展のご案内 

（カメラ同好会会長 西脇 良一） 

・東日本大震災チャリティコンサート 2016のご案内 

（親睦活動委員長 西脇 多吉） 

・半田南 RC との合同ゴルフコンペのご案内 

（ゴルフ友の会 幹事 小關 敏光） 

 

卓話 

   「未来への投資としてのローターアクト」 

                 名古屋名城ローターアクトクラブ  

クラブ奉仕委員長 水野 里咲様 

本日はお招きいただきあり

がとうございます、名古屋名城

ローターアクトクラブの水野

里咲と申します。今回、「未来

への投資としてのローターア

クト」というテーマにて、ローターアクトクラブ（以下 RAC）

についてお話しさせていただきます。 

RAC の価値は大別して「出会い、経験、挑戦」この 3 つの機会

が得られることです。 

1. 出会い 

国内外問わず様々な職業、価値観を持つ人々と出会い、刺激を受

けることができる。 

2. 経験 

クラブ運営や各種行事への参加により、仕事や学業とは違う経験

を得ることが出来る。 

3. 挑戦 

役職経験や行事の企画により、多様な課題に取り組み自身を向上

させることができる。 

これらの恩恵により、将来的にはロータリアンのように組織を

率いる側の視点で考えられるよう成長する可能性があります。 

RAC の名称は、「ロータリー」（Rotary）と「行動」（Action）

に由来しています。その精神に則り、受け身ではなく主体的に考

え行動することで、自己を研鑽すると同時にロータリーに連なる

者として奉仕の精神を体得する場となりうる、と考えています。 

故に、RAC は若者にとって自

身の未来への投資であり、ロー

タリアンにおいては次世代の育

成という意味で未来への投資と

いえるのではないでしょうか。 

当クラブは５月１日に地区ＲＡ研修協議会ホスト、次年度に地

区ローターアクトの運営と、重要な役割が控えております。それ

らを乗り切るためには会員増強もさることながら、提唱ロータリ

ークラブとの相互理解を深め、関係の強化を図ることが重要であ

ると考えます。今後とも、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいた

します。 

 

誕 生 日 

3/17 梅村美知容さん            3/20 足立陽一郎君 

3/24 星川 直志君                  3/28  梅田  渉君 

3/10  香田 研二君ご夫人            3/13  西脇 良一君ご夫人 

3/19  岩田 滿治君ご夫人            3/22  斉藤 裕也君ご夫人 

 

結 婚 記 念 日 

3 / 3 斉藤 裕也君              3 / 6 遠藤 友彦君 

3 /21 尾関 正一君              3 /25 加藤あつこさん 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

尾関 正一君 

結婚記念日祝っていただき。 

星川 直志君 

誕生日ありがとう。 

加藤あつこさん 

女性会員より ホワイトデーのプレゼント、ありがとうございます。 

【名城 RAC 水野様、卓話宜しくお願いします。】 

 

 

 

 

梶川 久雄君 小關  敏光君 杉浦 定文君 岩田 滿治君 

伊藤 晋一君 柴山  利彌君 足立陽一郎君 古川  康司君 

北村紀子さん 星川 直志君 橫井  登君 近藤    朗君 

尾關實津成君 玉置 正樹君 梅田  渉君 阿部 美男君 

西脇 良一君 

木村 雅一君 

 

西脇  多吉君 

 

石黒  勉君 

 

香田  研二君 

 


