
                                                                                          

 

本日の例会（第１６８０回）     ４／６（水） 

◆シンガポールラッフルズシティＲＣとの合同夜間例会及び懇親会を

行います。 

次回の例会（第１６８１回）     ４／１３（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

・北区子ども会育成連絡協議会へ 

名古屋名北ロータリークラブ賞贈呈式 

第１６７９回例会記録     ３／３０（水）晴 

◆司   会 伊藤 陽介君（名古屋守山 RC） 

◆斉   唱 奉仕の理想 

◆来訪者受付  蒲郡 RC 山本 英夫君 他 10名 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1677回例会 

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  7 名中 

出席会員数  27名  MAKE UP  3 名 

出 席 率  72.97％  出席率訂正  87.10％ 

－ ６ＲＣ合同例会及び懇親会を開催 － 

ホスト：名古屋守山 RC   

会場：名古屋マリオットアソシアホテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  挨  拶 

                                 

会長 加藤 昌之 

 本日は、６RC合同例会をホスト

として設営していただきました、名古

屋守山ロータリーの皆様には深く感

謝申し上げます。 

名古屋名北ロータリーは今年皆様のご支援もあり３５周年の記念す

べき年を迎え、３月５日に内輪では御座いましたが、家族を含め記念

の例会を終えました。また私たちはシンガポールのラッフルズシティ

ーRC と姉妹ロータリークラブになっています。共に３５周年という事

で４月６日に加藤ガバナーをお迎えして合同で例会を開きます。久し

ぶりでは御座いますが、姉妹 RCとの国際的な親睦の輪を広げたいと

思います。 

当クラブは「みんなのために！」というクラブテーマの基に、会員

数は３７名と少ないですが、みんなで共に協力し合って活動していま

す。これからも仲良く奉仕と親睦に励み、他クラブの仲間ともこのよ

うに交流の機会を多くする事で、ロータリーの友情を深めて行きたい

と思います。 

また次年度は、名古屋名北ロータリーがこの合同例会を設営させて

いただきます。今後とも皆様のご指導とご鞭撻を頂きますようよろし

くお願い申し上げます。 

結びといたしまして、本日参加された６RC会員皆様方の益々のご健

勝と、ご多幸を心よりお祈り申し上げ挨拶とさせていただきます。 

 

幹 事 報 告 

１．本日は６ＲＣ合同夜間例会及び懇親会です。ホストクラブの名古

屋守山ＲＣ様には大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願い致

します。 

２．次回例会（4/6水）は、昼間例会を変更してシンガポールラッフ

ルズシティＲＣとの合同夜間例会及び懇親会となっております。アパ

ホテル名古屋錦にて午後５時００分より受付、午後５時３０分より例

会、午後６時００分より懇親会を行います。 

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．３４ 

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 



各クラブ会長挨拶 

名古屋北ロータリークラブ 

会 長  尾関 孝英 様 

本日は、恒例となっております６ロータリークラブ合同例会でござい

ます。ホストを務めていただきます守山ロータリークラブの皆様には

心より感謝申し上げます。 

 さて、私たち６ロータリークラブの出発点は、１９５９年の名古屋

北ロータリークラブの創立にあります。そして、私たちは５７年の歳

月をかけて仲間を増やし、新たなクラブを設立し、このような形に発

展して参りました。現在では，国際ロータリー２７６０地区東名古屋

分区の半分を占める大きなグループに成長しています。 

 本日、私たちは一堂に会しました。クラブは異なりますが、私たち

は出発点を共有する仲間であることに想いを致しましょう。そして、

私たちの成長してきた道筋を振り返ってみましょう。名古屋北ロータ

リークラブの創立の背後には名古屋ロータリークラブがあります。そ

してその背後には東京ロータリークラブがあり、さらに道筋はシカゴ

の国際ロータリーへとつながっています。 

 世界中のロータリアンは、奉仕の精神を通じて、全員がシカゴにつ

ながっている仲間なのです。 

 私たちは、今日、私たちが世界のロータリアンの中で最も近いとこ

ろにある仲間だということを確認し合いましょう。 

 今年度、名古屋北ロータリークラブでは、「我らの想い それはロー

タリー」をテーマに活動を展開して参りました。私たち一人ひとりの

心の中にあるロータリーを大切にしながら、奉仕の精神を中心にして、

ロータリーを、そして、人生を楽しんでいく、それこそがロータリー 

ではないでしょうか。 

 ロータリーを通じて皆様の人生が豊かになることを祈念いたしまし

てご挨拶とさせていただきます。 

 

名古屋錦ロータリークラブ 

会 長 石井 弘子 様 

守山ロータリークラブの皆様、準備万端ありがとうございます。今

日はお世話になります。 

私ども名古屋錦ロータリークラブはまもなく創立２０周年。今年度は

うれしいサプライズが沢山ありました。昨年秋の「ワールドフード＋

ふれ愛フェスタ」では、東名古屋分区は東日本大震災の被災企業応援

のために東北地方の食料品販売ブースを出展しましたが、これは一年

前のフェスタで私たちが行いました小さな企画を分区が大幅に発展さ

せてくださったものでした。名古屋市内２５ＲＣ社会奉仕委員長会議

に、初めて支援を申請し、東日本大震災で被災して愛知県に避難して

いる方々が集うためのサロンを作りました。しばらくの間中断してい

た国際奉仕活動についても、ＲＬＩ研修がきっかけとなり、豊田東・

小牧との合同ツアーという形で復活し、ミャンマーの小中学生４００

人に学用品を届けました。もちろん私たちのライフワークである名古

屋市と岡崎の僻地の小学校の田植・稲刈り・交流会ももちろん健在で

す。小学校で例会を行い、先生やＰＴＡの役員さんをお招きしてロー

タリーを体験していただく、という初めての取り組みも行いました。

こんなに続々と新たな企画を実行することが出来たのも、頭の柔軟な

素敵なメンバーに恵まれ、周囲の皆様が暖かく協力して下さるからこ

そ。４月１２日開催の創立２０周年記念例会にも私たちらしい手作り

のアイディアが満載です。男性１８名、女性１０名のメンバーが、今

期の当クラブのモットー「Ｓｍｉｌｅ！ お互いのために」の心でに 

こやかに準備を進めています。 

皆様と共に過ごすこの時間を楽しみにして参りました。今日はよろし

くお願い致します。 

 

名古屋葵ロータリークラブ 

会 長  吉村 福修 様 

本日は６RC合同例会に参加させて頂き有難うございます。 

先般は東名古屋分区 IM に於いて大変多くの皆様にご登録を頂き、無事

に開催出来ました事を心よりお礼申し上げます。当クラブに於いて初

めての経験の為、ご迷惑をお掛けした部分も多々あるかと思いますが

お許し頂ければと思います。 

 さて、2015 年度ロータリー活動も残り約 3 か月となりました。当

初今期クラブ方針として高潔なロータリアンを目指す・地域貢献・会

員増強・RAC への積極的参加及び理解としましたが、当クラブに於い

て命題でもあります会員増強が進んでおりません。 

 ロータリーの精神をより多くの方へ伝え理解して頂き、残りの期間

で会員増強にクラブ一丸となり励んでいきたいと思っております。 

 最後になりますが、本日は守山 RC様のホストの基、他クラブの皆

様と親睦を深めさせて頂ければと思います。宜しくお願い致します。 

 

名古屋アイリスロータリークラブ 

会 長  安井 忠 様 

２０１３年６月１８日に北ロータリークラブ浦野 三男様を特

別代表とし加盟認証を頂き以来北ロータリークラブ様に大変御

迷惑をお掛けしながら今日現在発足２年と９ヶ月が過ぎました。 

現在会員３８名にて内女性１４名の非常に女性に優しいクラブ

であります。 

私のモットーが 楽しくなければ アイリスでない。 

        明るくなければ アイリスでない。 

        仲良くなければ アイリスでない。 

例会に出席したいと思えるアイリスでありたいと何時も挨拶で

申し上げていますが、例会にはまあまあ出席して頂けるのですが、 

まだメーキャップをされない会員が多くおります。 

どの様にすればメーキャップを含めて出席率が良くなるのか思



案中であります。 

何とか会員全員が例会出席に対してもう少し個人の責任が分か

って貰える様、今年度中に残された私の課題だと思います。 

又アイリスとして１年目には鶴舞図書館へパソコンを２年目３

年目は名古屋大学病院小児科病棟へ子供達が喜ぶ玩具、本、ゲー

ム等を寄贈させて頂き、 社会奉仕としてのお役目をさせて頂い

ております。 

そして次年度には地区からの補助金が頂ける様今年２月に申請

致しました。 

まだまだ未熟では有りますが、まだ３年しか経っていないではな

く、もう３年も経っているのだと会員一同心を引き締めて一人前

のロータリークラブとなる様、会員一人一人と対話をしながら 

名古屋アイリスロータリークラブが金山にあると多くの方々に

分かって頂ける様努力したいと存じております。 

この６ロータリークラブでも一番若いクラブでは有りますが、 

何とか皆様のお仲間に堂々と入れて頂ける様一同力を合わせた

いと思っておりますので、今後共宜しくお願い申し上げます。 

 

名古屋守山ロータリークラブ 

会 長  井上 誠 様 

今回６ＲＣ合同例会のホストを務めさせていただきます。名古屋

守山ＲＣ会長の井上です。毎回思考を凝らしたおもてなしやアト

ラクションを拝見させて頂き楽しませて頂いていますが、今回は

私共のクラブが皆様に楽しんで頂けるか少々不安ではあります

が、親睦委員会を中心に、今日のために準備をしてまいりました。

至らぬ点多々あると思いますがロータリーの友情を持ってお許

しいただければ幸いです。 

本年度守山ロータリークラブは、「発想し行動しよう」というテ

ーマで、新しい何かをクラブ会員全員で考え、行動に移すべく頑

張っています。現状を維持するという発想ではなく新しい事業に

全員で取り組み会員の強化に務めることを第一に考え、新しい取

り組みに賛同して頂ける仲間を増やしていければと考えていま

す。 

４月１０日には、ホノルルハーフマラソンにクラブメンバーでチ

ームをつくり挑戦して参りますし、まだまだいろいろなことに挑

戦して参りたいと思っています。 

本日はよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

次回ホストクラブ挨拶 

名古屋名北ロータリークラブ 

会長エレクト 西脇 良一 

次年度6ロータリークラブ合同例

会のホストを務めさせていただきま

す、名古屋名北ロータリークラブ会

長エレクトの西脇良一でございます。いつも皆様には色々とお世話に

なり有り難うございます。また本日は名古屋守山ロータリークラブ井

上誠会長はじめ皆さまに大変お世話になり、感謝しております。 

ここで、次年度のご案内をさせて頂きます。日時は、平成 2９年 3

月２２日 水曜日 18 時より、名古屋東急ホテルにて開催を予定してい

ます。本日の例会を参考にさせて頂き、またじっくりと考えて準備し

てまいります。次年度ＲＩジョン F・ジャーム会長のテーマは「人類に

奉仕するロータリー」ですが、親睦と奉仕を深める合同例会並びに懇

親会になればと思っています。本日同様多くの皆様にご参加頂きます

よう、クラブメンバー一同お待ちしておりますので、どうぞよろしく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

アトラクション： 津軽三味線演奏～輝＆輝(KIKI)～ 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

加藤 昌之君 

先週は、祝賀会をして頂き、誠に感謝しております。 

【6RC 合同例会宜しく！】 

 

 

 

梶川久雄君 伊藤 晋一君 木村 雅一君 北村紀子さん 

遠藤 友彦君 西脇 良一君 杉浦 定文君 横井 尚啓君 

香田 研二君 古川 康司君 石黒  勉君 尾關實津成君 

斉藤 裕也君 柴山 利彌君 宇都木 寧君 加藤あつこさん 

梅田  渉君 

 

   


