
                                                                                          

本日の例会（第１６８１回）     ４／１３（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

次回の例会（第１６８２回）     ４／２０（水） 

《地区委員報告》 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760 地区 

               国際奉仕委員会 委員 横田 徳久君 

第１６８０回例会記録      ４／６（水）晴 

◆司   会  宇都木 寧君 

◆斉   唱  国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆来訪者受付   名古屋 RC 荒川 慎太郎君 他 30 名 

◆ゲ ス ト  ＲＩ第 2760 地区 2015-16 年度ガバナー  

加藤 陽一 様 

        名古屋和合ＲＣ 福田 哲三 様 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1678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  1 名 

出 席 率  81.08％  出席率訂正  93.33％ 

シンガポールラッフルズシティＲＣ 

名古屋名北 RC 

合同夜間例会及び懇親会 

ホスト：名古屋名北ＲＣ  会場：アパホテル名古屋錦 

会  長  挨  拶 

                                   会長 加藤 昌之 

 

 

 

 

 

 

 ラッフルズシティーロータリークラブの皆様は９年ぶりのご来訪

を会員一同、誠に歓迎申し上げます。合わせて、この度加藤ガバナー

にもおいでいただき誠に感謝申し上げます。 

 古い言葉に「朋あり遠方より来る、また楽しからずや」という言

葉があります。これは「志を同じくする仲間が遠方よりやってきて、

酒を酌み交わす事は人生の最高の楽しみである」という意味です。九

年前は梶川会長のときでしたが、私はとても最近の事のようによく覚

えております。また、こうしてともに本年度３５周年の記念すべき年

度に再会できる事は、「人生の最高の楽しみ」思っております。 

 さて、本日を迎えるにあたり毎日気になっていたのが桜の開花状

況です。名古屋市内も皆様を歓迎するかのように桜は元気に咲き続け

ております。十分ご堪能ください。 

 我がロータリーは３７名で女性会員が５名です。今年のテーマは

「みんなのために！」です。会員相互に思いやりを深めながら奉仕と

親睦を楽しむ為に活動しております。 

 最近の事業では、毎年恒例の北区優良警察署員表彰と優良消防署

署員の表彰を行いました。なお、来月には北区子供会活動への支援と、

その寄付を行います。 

 また、３月５日には内輪にて３５周年の記念例会を家族とともに

行いました。またその記念事業として徳川美術館の耐震化工事への寄

付も合わせて行います。 

 我がロータリーとしては、３７名と決して多くのメンバでは御座

いませんが、キーメンバーである星川直志君やチャーターメンバーで

ある遠藤君、阿部君、柴山君など３５年間元気に活躍していただいて

いる事に誇りに感じています。 

 このような互いのロータリーを結びつけて、友好の歴史を築いて

頂いたお互いの先輩に感謝申し上げたいと思います。 

 この度は短い時間とはございますが、十分名古屋をお楽しみいた

だきますようご祈念申し上げ挨拶とさせていただきます。 

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．３５ 

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 



ラッフルズシティ RC  

会長 シーグリット シャルシャータ会長 

 

 

 

   

 

 

 

加藤会長ならびに名古屋名北ロータリークラブの会員の方々こんば

んは。皆様の温かいおもてなしにより私共が皆様と再度親睦を深める

ことが出来ましたこと、ラッフルズシティロータリークラブを代表し

まして御礼申し上げます。私共の再会を春の到来、再開の時、そして

希望の到来を告げる満開の桜が祝福しています。過去に私共のクラブ

の会長を歴任した本日ここにいる会員も皆様と皆様のご家族のご多幸

を心より祈念しています。 

 私共は本日パワーポイントのスライドを準備して参りましたので、

皆さまに私共のクラブの事をより一層知っていただきたいと思います。 

2015年－2016年度 はシンガポール建国50周年と共に私共のク

ラブ創設 35 周年という特別な年です。私共は 2015 年 8 月に記念祝

賀会を行い、これがその時の写真で現在の私共の理事役員が写ってお

ります。 

私共のクラブには 6名の女性と 2名の日本人を含む多様で奉仕の精

神に満ちた 総勢 58 名の会員が在籍しており、シンガポールで第 2 の

規模であることを誇りに思っています。  

私共のクラブは過去に多くの重要なプロジェクトに関与しており、

今年度は(a) シンガポールにいる10人の恵まれない子供、(b) Crohn’

s & Colitis Society、のために資金調達をしています。 

更に、 私共は昨年 1 月にシンガポールの他のロータリークラブ、セ

ントーサロータリークラブと共同でカンボジアのポーサットでトイレ

を設置するプロジェクトにも参加しました。私共は 600名の生徒（内、

300 名以上が女子生徒）が通っている Tea Chamrath 高校にトイレ

を設置するために資金調達を行いました。 

国内でも私共は非常に積極的に活動をしており、ラッフルズシティ

やNgee Ann Polytechnicの若いロータアクトと様々な活動を企画し

ています。 

もし皆様が我々の活動の

最新情報にご興味がござい

ましたら、私共の Facebook

ページやツイッターアカウ

ントと共に、ウェブサイトに

掲載されている報告書をご

覧ください。もし皆様がシン

ガポールにいらっしゃった際は、シンガポールクリケットクラブで行

っている私共の例会に是非お立ち寄りください。私共は毎週火曜日の

12：45 から例会を行っており、毎週ゲストスピーカーにお越しいた

だいています。  

最後に、2015－2016 年度の終わりに差し掛かり我々が 9 年の時

を経てこうして再会できたことを非常に嬉しく思っています。 また、

将来の共同プロジェクトや親睦会を通して我々のこの絆をより一層深

めていくことを願っております。  

加藤会長、そして名古屋名北ロータリークラブの会員の皆様全員に、

今夜この様な素晴らしい歓迎会で私共を歓迎していただき非常に感謝

申し上げます。 

私共は皆様と皆様のご家族全員のご健勝、ご清栄を祈念しておりま

す。また、私共が 8 月にシンガポールで行うチャリティー夕食会へ皆

様にお越しいただき、皆様をおもてなし出来ることを楽しみにしてお

ります。 

有難うございました。 

 

幹 事 報 告 

１．本日は、シンガポールラッフルズシティＲＣとの合同夜間例会及

び懇親会を開催致しますので、ごゆっくりお寛ぎ下さい。 

 

ご 来 賓 挨  拶 

ラッフルズシティ RC  

       ジェフリー チェン 様 

 

 

 

 

 

 
名古屋名北ロータリークラブ加藤会長、ロータリー会員の皆様、そ

してご臨席の皆様、私は本日皆様にシンガポール及びシンガポールに

おけるロータリークラブの活動について簡単にご説明させていただく

機会をいただきまして大変光栄に思っております。 

シンガポールは小さな島国です。私たちは 1965 年 8 月 9 日に独立

国となりました。従いまして、私たちはたったの 50 歳なのです。 

シンガポールの国土は 719.1平方キロメートルしかありません。私

たちは毎年積極的に海を埋め立てていますので、毎年少しずつ成長し

ております。 

2015 年において、シンガポールの人口は 550 万人です。その内、

337.5 万人が国民、527,700 人が永住権保有者となっています。シ

ンガポールにはそれら以外に 163.2 万人の人が住んでいます。  

76.2%が中国人または中華系、 15%がマレー系、7.4 %がインド

系、それ以外が 1.4%となっております。 

残念なことにシンガポールの出生率は世界最低の 1.19 となってい

ます。従いまして、私たちは 移民を受け入れて人口を保たなければい

けません。 

シンガポールは小さな国ですが大きな経済規模を誇ります。  

2015年のシンガポールの GDPは 4,527億ドル、一人当たりの

GDPは 82,762 ドルになります。  

幾つかの国際調査では、シンガポールはカタール、ノルウェーに次

いで世界で 3 番目に豊かな国と言われています。 

私たちの経済も世界の他の国々と同様に減速しており、現在の成長

率はたったの 2%です。しかしながら、シンガポールの失業率はまだ

3%となっております。これは我々がまだほぼ完全雇用の状態にあるこ



とを 意味しています。  

シンガポールには毎年人口の3倍にあたる約1,550万人の観光客が

訪れます。  

私たちは常に世界で最もビジネスがしやすい国という評価を受けて

おります。 

日本と同様に、シンガポールも学問に重きを置いており、政府は学

校、大学に多額の投資をしています。  

シンガポールの識字率は 96.1%です。シンガポールにはまだ植民地

時代を過ごした高齢者が生活しているため識字率が 100%ではありま

せん。彼らが幼少期の頃には学校へ通うための給付金などの援助がな

かったのです。  

私たちの学校は非常に優秀で、常に OECD の世界学校ランキングで

No1 となっています。  

シンガポールは数学、科学に力を入れており、繰り返しになります

がこれが常に学校教育の国際評価機関によって実施されている TMSS

で No1 にランクされる原動力となっています。 

最新の世界大学ランキングではシンガポール国立大学と南洋工科大

学がランクインしており、それぞれ 12 位、13 位となっています。こ

れらの大学はアジアのトップスクールなのです。  

シンガポールは国際ロータリー第 3310地区に属しています。  

私たちの地区は非常に大きく、マレーシア半島の南部、サラワク、

ブルネイ、そしてボルネオのサバも含んでおります。 

シンガポールロータリー

クラブが 1930 年に最初に

設立されました。現在 63 ク

ラブ、2,000 人以上の会員

を擁します。 

我々の地区のロータリー

会員は助けを必要としてい

る方々のために様々な人道活動に携わっています。  

多くのロータリークラブが社会の色々なニーズに対応するために多

くの任意福祉団体組織を設立しています。 

ラッフルズシティロータリークラブは1980年8月13日に設立さ

れました。  

現在 58名の会員が所属しています。 

私たちは 5つの姉妹クラブ、2 つのインターアクトクラブ、2 つの

ロータ－アクトクラブを持っています。 

名古屋名北ロータリークラブは 私たちの最初の姉妹クラブです。 

我々のクラブは貧困者救済のために定期的に様々な活動を行ってい

ます。 

私たちの多くの功績の中で、私たちは 2 つの社会福祉団体を設立し

ました。１つがシンガポール失読症協会、もう 1 つがシンガポールク

ローン病＆大腸炎協会です。 

我々の翌期の主要なプロジェクトはシンガポールにおいてクローン

病と大腸炎のための研究プログラムの確立です。 

ご静聴いただき、また、私にこの様なスピーチの機会を与えていた

だきまして誠に有難うございました。  

 

 

 

国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度ガバナー  

加藤 陽一 様 

 

 

 

 

 

 

ラッフルズ・シティ RC の皆さん、こんばんは。ようこそ我が２７

６０地区にお越しいただきました。地区ガバナーの加藤陽一です。 

まずは創立３５周年、本当におめでとうございます。 

昨年８月に当地区の内藤パストガバナー宛に最初のコンタクトをい

ただいてから、皆さんとお会いするのを楽しみにしていました。 

ラッフルズ・シティはシンガポールの中心に位置し、文字通りラッ

フルズ・シティ RC はシンガポールを代表するパワフルなクラブだと

伺っています。経済や行政、教育、医療で御活躍の皆さんが、ロータ

リアンとして地域社会の発展に頑張られていることは、やはりロータ

リアンの一人として嬉しく思います。特に恵まれない子供たちへの教

育向上にご尽力されているとお聞きしています。 

本日は名古屋名北 RCの皆さんとの旧交を温められるとともに、日

曜日までのご滞在を存分に楽しんでいただきますことを祈念してご挨

拶に代えさせていただきます。 

Let’s “Be a Gift to the World !  ソウルでまたお会いしましょ

う！ 

名古屋和合ロータリークラブ  

福田 哲三 様 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋和合 RCの福田哲三です。地区では財団の職業研修チーム委

員会の委員長を務めています。 

皆さんの中で、昨年５月のサラワク州クチン市での地区大会に参加

された方がいらっしゃいますか？ 実は私は、親友である貴地区のア

ンドレ・スハルト・ガバナーの招待を受けて参加させていただきまし

た。貴地区のたくさんのロータリアンたちと過ごした３日間はとても

楽しい思い出です。素晴らしい地区大会でした。 

また、現ガバナーであるフィリップ・チョンも親しい友人です。昨

年は彼の地元コタキナバルでロータリー財団のグローバル補助金事業

（VTT 事業）を行いました。５月にタイのチェンマイで開催する３３

１０地区の今年度地区大会に招待いただきましたが、当日はインドネ

シア・ジャカルタでの VTT事業のために参加できず残念です。 

また、貴地区の法人格である「国際ロータリー第３３１０地区組織」

の Dr. Ho Loon Shin 専務理事も親しい友人です。昨年名古屋に来た

時には３日間私の家に宿泊しました。彼は（シンガポール隣接の）ジ

ョホールのロータリアンです。 



さらに今回の来訪にお骨折りいただいた貴クラブの遠藤善久様には、

個人的に在フィリピン日本大使館への橋渡しをお手伝いいただきまし

た。ご親切に深く感謝します。本当にありがとうございました。 

皆さんを心から歓迎し、皆さんにとって実りある名古屋での滞在と

なりますことをご祈念申し上げます。 

最後に、ラッフルズ・ホテルは豪華で素晴らしく大好きなホテルで

す。ただ、（当地で有名な）「シンガポール・スリング」はそれほど好

きではありませんが・・・！ 

ご清聴ありがとうございました。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度ガバナー 

加藤 陽一 様 

ラッフルズシティ RCとの合同例会をお祝いいたします。 

名古屋和合 RC 福田 哲三 様 

本日は、おめでたい席にお邪魔します。皆様の素晴らしい交流をうら

やましく思います。 

梅村 美知容さん 

今年も桜が満開、ありがとうございます。 

【ラッフルズシティ RC の皆様、来訪を歓迎します。】  

 

ラッフルズシティＲＣとのバナー交換 

  

 

加藤 昌之君 小關 敏光君 尾関 正一君 玉置 正樹君 

尾關實津成君 斉藤 裕也君 渡邉 泰彬君 入江由希子さん 

加島  光君 西脇 多吉君 木村 雅一君 祖父江佳乃さん 

岩田 滿治君 横田 徳久君 近藤  朗君 香田 研二君 

梶川 久雄君 

古川 康司君 

伊藤 晋一君 

 

西脇 良一君 

杉浦 定文君 

石黒  勉君 

横井  登君 

宇都木 寧君 

北村紀子さん 

加藤あつこさん 

 

和楽器ジャズバンド ＷＡＺＺ 


