
                                                                                          

 

本日の例会（第１７０８回）   １１／２（水） 

《ロータリー財団月間卓話》 

◆卓話紹介会員 ロータリー財団委員会委員長 梶川 久雄君 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760 地区ポリオ･プラス委員会 

                         委員長 加藤 浩一様 

◆題    名 ロータリー財団 100 周年を迎えて 

 

次回の例会（第１７０９回）   １１／９（水） 

《地区委員会報告》 

◆卓話紹介会員 国際ロータリー第 2760 地区国際奉仕委員会 

                           委員 加島 光君 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760 地区国際奉仕委員会 

                         委員長 鈴木 宏司様 

 

第１７０７回例会記録  １０／２６（水）晴 

◆司    会 馬渕 雅宣君（名古屋守山 RC） 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 

国際ロータリー第 2760 地区 ガバナー 服部 良男様 

  国際ロータリー第 2760 地区 地区幹事 岩月 昭佳様 

 

出 席 報 告 

会 員 数  36 名  前々回訂正  1705 回例会 

欠席会員数  15 名  欠 席 会 員  5 名中 

出席会員数  21 名  MAKE UP  5 名 

出 席 率  58.33％  出席率訂正  100％ 

 

 

 

 

３ＲＣ合同（守山・錦・名北） 

服部ガバナー公式訪問  

ホスト：名古屋守山 RC 

会場：名古屋マリオットアソシア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部ガバナーをお迎えして例会前に行われた 

３RC 合同会長･幹事懇談会 

 

会  長  挨  拶 
                会長 西脇 良一 

皆さん今日は。本

日は服部ガバナー

はじめ岩月地区幹

事をお迎えしての

3RC合同ガバナー

公式訪問例会と成

ります。先程約 40

分間、別室にて懇談会を開きまして色々とお話をさせて頂きま

した。本日の例会では卓話をお願いいたしまして、適切なご指

導等を頂きたいと思います。またホストの名古屋守山ロータリ

ークラブの皆様、大変に、お世話になります。本年度の名古屋

名北 RC のクラブテーマは「奉仕と親睦」でありまして、奉仕

と親睦を通じ相互理解を深め、地域の平和、世界の平和を希求

し拡大して、笑顔の多い社会を作っていきたいと思います。 

2016-17年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

奉仕と親睦 
～相互理解・平和・笑顔～ 

 

ロータリークラブ 

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

２０１６～２０１７年度 Ｎｏ．１７ 

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：西脇 良一 幹 事：加藤 あつこ 会報委員長：玉置 正樹 題 字：遠藤 友彦 



 

名古屋錦 RC 会長 林 光夫様 

皆様こんにちは。

本日は服部ガバ

ナーをお迎えし

てのガバナー公

式訪問合同例会

です。本日ホス

トを務めていた

だきました守山ロータリークラブの皆さまには、大変お世話に

なりありがとうございます。 

 私共名古屋錦ロータリークラブも、今年４月に創立２０周年

を迎えました。２０周年記念例会には、各クラブの皆さま方に

は大変お世話になりました。 

錦ロータリークラブとしても、２０周年を迎えて今年のクラブ

テーマを「原点回帰」としましたが、決めた後にＲＩ本部より

今年４月の規定審議会に於いて規定改正が発表されましたの

で、錦ロータリークラブとしても近日中に審議会を開催する予

定です。    

ロータリークラブも２０年前と現在とは考え方も随分変わっ

てきていると思いますので、今一度現状をふまえて創立時を思

い起こして頑張っていきたいと思います。 

 クラブ創立時の入会した時には何をしたら良いのか分から

ず例会に出席し、奉仕、親睦と言っても具体的方向が見えず、

戸惑っていました。親睦と言えば例会出席、飲み会、ゴルフと

か、奉仕活動と言えば米山奨学事業の寄付とか、奉仕活動の一

部しか理解することが出来ずにいました。 

 今年のＲＩ会長ジョンＦジャーム氏の方針は「人類に奉仕す

るロータリー」とＲＩテーマを発表されました。 

 地区方針として服部ガバナーは、「真のロータリアンになろ

う、ロータリアンを見つけよう」と具体的な方針を打ち出され

ました。 

 服部ガバナーは正に「積極進取」の考え方で取り組み実行す

ると云う方だと思いますので、ついて行くのが大変だと思いま

すが、私共も目標に向かって努力していきますので宜しくご指

導の程お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋守山 RC 会長 鵜飼 昌治様 

皆様こんにちは、

名古屋守山ＲＣ

会長を拝命して

います鵜飼です。 

服部ガバナー様、

岩月地区幹事様

をお迎えして、名

古屋名北・名古屋錦・名古屋守山３クラブ合同例会を開催させ

て頂きます。皆様ようこそお越し頂きました、本日は皆様と共

に合同例会を十分楽しみたいと思います。 

私共名古屋守山ＲＣは本年度のクラブテーマとして「チームワ

ークと思いやり」を掲げました。チームワークで会員同士の絆

を強め、思いやる事でクラブの雰囲気が和やかになるように努

めていきます。又具体的目標として四つの事を決めました。 

一つ目は守山区との積極的な交流、二つ目は会員増強、三つ目

はクラブ予算の見直し、四つ目は例会出席率向上です。 

一つ目の守山区との交流につきましては私共のクラブは５０

年以上にわたりしっかりやってきました。国内でも有名になっ

ています守山ＲＣＣ又守山警察暑・守山消防署には毎年署員を

表彰し、感謝状を贈っています。先日は守山区長に卓話をお願

いし、その時の話の内容は守山が縄文時代海岸の近くにあり名

古屋発祥の地として数多くの古墳が発見されたということで

す。是からは私共のクラブは「名古屋発祥の地」としての誇り

を持って活動して行きたいと思います。 

二つ目の「会員増強」は入会歴二年目のメンバーがリーダーシ

ップを十分に発揮され「チーム５０」を立ち上げ会員全員の協

力のもと今期すでに４名の新会員が誕生しました。新会員の皆

さん起立してください。ロータリー活動を楽しんで下さい。こ

れから来年６月迄に入会候補者を１０名程抱えており今年度

中に会員５０名を目指しています。 

三つ目は予算の見直しです。今迄のやり方ではクラブ運営が成

り立たないということで全てをゼロベースで考え、無駄の排除

を徹底しました。その結果今年度は黒字化が見えてきました。 

四つ目は例会出席率向上です。例会に出席する事により、ロー

タリーの最も大切にしている「親睦と奉仕」の意味が理解でき

ます。 

始めは中々理解できませんが時と共に理解でき、ロータリーを

楽しんで例会の出席率向上を目指して行きます。 

最後になりますが、二年後に５５周年を迎えます。歴史に相応

しいクラブとなりますようこれからも努力していくつもりで

す。不慣れなホストではありますので失礼な点は多々あると思

いますがロータリーの寛容の心でお許し頂きたいと思います。 



 

幹 事 報 告 

1. 本日は国際ロータリー第 2760 地区ガバナー 服部良男

様並びに同地区幹事 岩月昭佳様をお迎えしての３ＲＣ合同ガ

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。 

 

ガバナー卓話  

国際ロータリー第 2760 地区 ガバナー 服部 良男様 

 

 

 

 

 

 

 

今年度のジョン F.ジャーム RI会長のテーマは「Rotary 

Serving Humanity(人類に奉仕するロータリー)」であります。

同時にジャーム会長は、2 つのサブタイトルを発表されていま

す。「ロータリー財団の 100 周年をお祝いしましょう」と「ポ

リオを撲滅しましょう」です。 

 この RI 会長のテーマ「Rotary Serving Humanity」の

Serving という部分は、ingが付いています。これは現在進行

形です。ですからジャーム会長は「ロータリーは人々に奉仕し 

続ける」という事を強調されているのではないかと私は受け取

っています。要するに｢ロータリアンは毎日人々に奉仕続ける

のだ｣というメッセージだと思います。そしてジャーム RI 会長

は｢困っている人がいたらその人を笑顔にしよう。これがロー

タリアンの奉仕活動の原点である｣と言われました。 

■地区方針について 

私は「Be The Rotarian、Find A Rotarian(真のロータ

リアンになろう、ロータリアンを見つけよう)」という地区の方

針を出しました。では、真のロータリアンとは何か。①ロータ

リーのブランドを認識しそれを磨く、②人道的奉仕活動に参加

し、人を笑顔にしましょう。③仲間と一緒に奉仕活動をしてロ

ータリーのブランドを地域の人に伝え、新しいロータリアンの

仲間を見つけましょう。これが真のロータリアンです。 

 ロータリーのブランドを共有する為のツールとして｢マイロ

ータリー｣という巨大なデータベースが作られました。また｢ク

ラブセントラル｣というのは、それぞれのクラブで｢こういうふ

うにしたら会員が増えた、女性会員が増えた｣というような事

をオープンにして共有していきましょう、というものでありま 

 

 

す。そして、良い事をソーシャルメディアを使ってマーケティ

ングしましょう。ロータリーの公共イメージを向上させましょ

う。というこの 3 つが今年のテーマです。 

地区では、マイロータリーの登録率を全会員の 50％、入会 3

年未満の会員は 100％という目標を掲げています。10 月 20

日現在、守山 7.9％、名北 11.1％、錦 3.3％の登録率となっ

ています。是非、皆さんの協力でこの巨大なツール、必ず価値

が生まれるツールを利用していきたいと考えています。その為

に｢マイロータリアン｣という制度を作りました。これは、マイ

ロータリーへの登録をクラブ内で推進するのが役割です。或い

は、マイロータリーの情報をクラブの中で発表して頂きます。

そして、ソーシャルメディアを使ってブランドや人道的奉仕活

動を地域の人に伝えていくのも役割です。是非選任をお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

【服部ガバナー、岩月地区幹事をお迎えして。 

宜しくお願いします。】 

西脇 良一君 梅村  篤君 杉浦 定文君 入江由希子さん 

尾關實津成君 古川 康司君 星川 直志君 祖父江佳乃さん 

遠藤 友彦君 伊藤 晋一君 梶川 久雄君 梅村美知容さん 

玉置 正樹君 木村 雅一君 阿部 美男君 加藤あつこさん 

足立陽一郎君 小關 敏光君   

 


