
                                                                                

 

本日の例会（第１７２６回）   ３／２９（水） 

◆スピーカー 木村 雅一君 

♦題   名 「伊勢湾台風の記録」 

 

次回の例会（第１７２７回）     ４／５（水） 

《母子の健康月間卓話》 

◆スピーカー 杉浦 定文君 

♦題   名 「歯と健康」 

 

第１７２５回例会記録    ３/２２（水）晴 

◆司  会 伊藤 晋一君 

◆斉  唱 RS・奉仕の理想 

◆来訪者受付 津島ＲＣ 伊藤 彰浩君 他 16 名 

 

出 席 報 告 

会 員 数  3６名  前々回訂正  1723 回例会 

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  6 名中 

出席会員数  28 名  MAKE UP  3 名 

出 席 率  77.78％  出席率訂正  89.66％ 

 

－ ６ＲＣ合同例会及び懇親会を開催 － 
ホスト：名古屋名北 RC 

会場：名古屋東急ホテル 

会  長  挨  拶 
                会長 西脇 良一 

 

 

 

 

 

 

皆さん今晩は。本日は名古屋北、守山、錦、葵、アイリス、名 

北の、6 ロータリークラブの合同例会です。今回、私ども名北 

 

ＲＣがホストを務めさせていただきます。皆様には、お忙 

しい中、遠いところよりおいでいただきまして、誠に有り難う

御座います。本日はこのように開催できますことを、心よりう

れしく思っております。お料理、お酒、催し物等を用意してお

りますので、時間の許す限り、大いに歓談し、親睦の輪を広げ、

お楽しみいただきたいと思います。また本日は皆様には色々と 

お世話になりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。本年

度、名古屋名北ロータリークラブにおきましては、「奉仕と親睦 

(相互理解、平和、笑顔) 」のテーマで、奉仕と親睦を通じ、更

に相互理解を深め、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っていますので、皆様の

ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。以上で会長挨拶と

させて頂きます。有り難う御座います。 

幹 事 報 告 

1. 本日は、当クラブホストによる６ＲＣ合同夜間例会及び懇

親会です。皆さま、どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 

各クラブ会長挨拶 

名古屋北ロータリークラブ 

会長 各務 修 様 

 

 

 

 

 

 

本日は恒例の６ＲＣ合同例会です。ホストクラブの名古屋名北

ロータリークラブの皆様にはご準備いただきありがとうござい

ます。また、先日のＩＭでは６ＲＣの皆様には特にお世話にな 

りました。東分区の中で６ＲＣは特に親密な関係です。大いに

親睦を深めていただきたいと思います。               

今年度の名古屋北ロータリークラブは「一期一会・ロータリー 
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の出会い」をクラブテーマとし、ロータリーに入会したからこ

そ出会えた友人とロータリーの絆を強くして、ロータリーライ 

フ、また、人生を楽しんでいくことが真のロータリーではない

かと思います。そのため、３年未満の入会したメンバーと研修

会をしたり、親睦会を定期的に実施しております。最後に会員

増強ですが、１１０名を目指すと宣言をしましたが、現在のと

ころ１０７名になっておりますので、引き続き残り三カ月、目

標に邁進しているところであります。 

名古屋北ロータリークラブの現状をお話し、挨拶に代えさせて

いただきます。 

名古屋守山ロータリークラブ 

会長 鵜飼 昌治 様 

 

 

 

 

 

 

皆様今晩は、只今ご紹介を頂きました名古屋守山ＲＣ会長を努

めています鵜飼です。 

本日は、名古屋名北ＲＣの皆様大変お世話になります。 

 さて私共のクラブは、名古屋北ＲＣをスポンサーとして１９

６４年２月２９日地区では２４番目、名古屋では６番目のクラ

ブとして、創立され今年で５３年目を迎えました。 

今年度、名古屋守山ＲＣにおきましてはクラブテーマ「チーム

ワークと思いやり」の下(もと)３４名でスタートし、三つの方

針として○1 守山区との交流で守山に拘る○2 ロータリーの基

本である出席率の向上を図る○3 クラブの礎となる会員増強を

計るに、取り組んでまいりました。特に会員増強に於いては会

員増強ＰＲＯＪＥＣＴ「チーム５０」をキックオフし長期計画

をたてました。メンバー全員で新規会員の勧誘を進め、遊び心

溢れる会員増強を皆さんと一緒に楽しくやっていこうとの思い

の結果今日現在７名の新会員を迎えることができました。おか

げさまで会員は４０名となり黒字化も見えてきました。 

名古屋錦ロータリークラブ 

会長 林 光夫 様 

 

 

 

 

 

 

皆様今晩は。私は名古屋錦ロータリークラブの林でございます。 

本日は合同例会と云うことで、ホスト役を務めて頂きました名 

 

古屋名北ロータリークラブの西脇会長様をはじめ、クラブのメ

ンバーの方々に感謝申し上げます。 

 創立２０周年を機会に、今一度創立時を思い起こしてみたい

と思い、今年のクラブテーマは「原点回帰」といたしました。 

ＲＩも創立１１０年を迎え、色々変えなければいけない事情が

出てきたのではないでしょうか？私がクラブテーマを発表した

矢先に、ＲＩ本部より規定審議会において規定が変更されたと

の報告がありました。この度の変更は随分思い切ったものだと

思います。私共のクラブとしても、近日中に規定審議会を開催

して審議を進めたいと思っています。 

 錦ロータリークラブとしても、皆様にご指導頂きながらこれ

からもより良いクラブ運営をしていきたいと思いますので、今

後とも宜しくご指導の程お願い申し上げまして、ご挨拶とさせ

て頂きます。 

本日は誠に有り難うございました。 

 

名古屋葵ロータリークラブ 

会長 加藤 寛治郎 様 

 

 

 

 

 

 

葵ＲＣ会長の加藤寛治郎でございます。 

今年度の活動も早いもので残り 3 か月となりました。 

つい先日始まったと感じるほどに月日が経つのは早く、初夏か

ら始まった新年度も厳しい暑さと厳しい寒さを乗り越えて春に

なりました。 

今年度、葵ＲＣは名城ＲＡＣの主管ＲＣをしておりますので、

青少年奉仕委員長を始め葵ＲＣとしてサポートしております。

引き続き、各ＲＣの皆様のご理解とご協力をよろしくお願いい

たします。                       

今年度の葵ＲＣは地区テーマであります「真のロータリアンに 

なろう」とともに葵ＲＣのテーマであります「個性輝く」を意

識して活動しております。 

メンバー一同が常に「真のロータリアンとは」と問いながら当

クラブの発展と個々の意識向上を目指しております。 

地区方針内にあります「ロータリーブランドを認識する」「人を

笑顔にする」を再認識しながら残りも積極的にロータリー活動

を進めてまいります。 

 

 

 



 

名古屋アイリスロータリークラブ 

会長 櫻井 孝充 様 

 

 

 

 

 

 

皆さま、こんばんは。 

６RC が年に一度の親睦を深める為の合同例会が、今年もここ

に多数のご出席のもと行われることが出来ましたこと、大変う

れしく思います。 

１月行く、２月逃げる、３月去る、と言われます様に今年酉年

も、３ケ月も終わりに近づいております。時の流れは早いもの

ですね。 

この頃に成りますと、毎年のように、次期会長、幹事を基に、

２０１７－２０１８年度クラブ作りの活発な人事が決定しつつ

ある大切な時期でもあると思います。早いところでは全て完了

し、新年度をお迎えになるクラブもあるかと思いますがいかが

でしょうか？日本ではこの頃は、年度末とも重なりご挨拶にお

忙しくしておられるロータリアンもあるかと思います。 

新しい会長、幹事になられる方は、期待と不安、そして、希望

に満ちた毎日を、現役の会長、幹事をはじめとした役員の方々

にとってはホッとされている胸のうち頃ではないでしょうか？

さて、春の訪れとともに、各地ではお花の便りも続々と伝えら

れてきました。厳冬から春に季節が移り、各クラブにおかれま

しては益々のご清栄のこととお慶び申し上げますと共に、本日

１年に１度のひとしおの親睦を深める日と成り、皆さんのより

一層の親睦を時間の許す限り楽しんでいただきたいと思います。 

簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。 

感謝。 

 

ガバナー補佐挨拶 

国際ロータリー第 2760 地区 2016-17 年度東名古屋分区  

ガバナー補佐 柴田 幸男 様 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんばんわ。 

先日の東名古屋分区のＩＭにおきましては、各クラブ共、全員 

 

 

登録していただきまして、お陰様で盛大に開催する事が出来ま 

した事、厚くお礼申し上げます。これもひとえに東名古屋分区

の会員の結束の強さの表れであり、それが又奉仕への情熱の強

さの表れであると確信しております。 

本日は、東名古屋分区の中でも名古屋北ＲＣを中心として、そ

の子クラブ、孫クラブの 集りでございます。 

早いもので、名古屋北ＲＣが名古屋ＲＣをスポンサークラブと

して発足したのが１９５９年（Ｓ３４年）でありまして、すで

に６０年近くが経過しているのであります。この間、名古屋北

ＲＣをスポンサーとして、名古屋守山ＲＣ（１９６４年）、名古

屋名北ＲＣ（１９８１年）、名古屋葵ＲＣ（２００５年）、名古

屋アイリスＲＣが（２０１３年）、そして、その間、名古屋名北

ＲＣをスポンサーとして名古屋錦ＲＣ（１９９６年）が発足し

たわけでございます。 

この様にいわば、血縁関係で結ばれたクラブ同志であります。

今日の合同例会において、親睦を深めるだけでなく、お互いの 

奉仕活動を共有し、地域社会の人々が笑顔になる様に共に切磋

琢磨し、笑顔でもって奉仕活動に邁進していただきたいと思い

ます。 

最後に本日お集りの６ＲＣの益々の発展を祈念致しまして、私

の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

次回ホストクラブ挨拶 

名古屋錦ロータリークラブ 

会長エレクト 丹羽 繁 様 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんばんは。次年度、名古屋錦ＲＣ会長を務めさせて頂 

きます丹羽繁と申します。次年度の６ＲＣ合同例会のホストを

名古屋錦ＲＣが務めさせて頂きます。 

私どものクラブは、総勢２８名という小さなクラブですが、内、

女性会員が１／３以上を占める９名で、とっても家族的な暖か

いクラブです。会員全員一丸となって良き合同例会になるよう

頑張りますので、宜しくお願いいたします。  

場所は、私どもの例会場の、名古屋ガーデンパレスです。ホテ

ルも一生懸命、オモテナシをすると申しております。 

日時は、平成３０年３月２７日（火曜日）です。 

どうか、皆様全員のご参加をお待ち申しております。宜しくお

願いいたします。 

 



 

                                                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アトラクション： 
ケン・ヴァルディス＆伊藤昌司トリオ ゲスト：マリア・テレサ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

元ガバナー補佐（守山ロータリークラブ） 佐藤 正延様 

ホスト役、御苦労様です。 

【6RC 合同夜間例会及び懇親会です。楽しみましょう。】 

西脇 良一君 渡邉  泰彬君 尾関  正一君 加藤あつこさん 

梅村  篤君 玉置 正樹君 斉藤 裕也君 尾關實津成君 

石黒  勉君 伊藤 晋一君 香田 研二君 梅村美知容さん 

柴山  利彌君 

足立陽一郎君 

梅田  渉君 

阿部 美男君 

岩田 滿治君 

西脇  多吉君 

加藤 昌之君 

梶川 久雄君 

遠藤 友彦君 

平子 明資君 

星川 直志君 

木村  雅一君 

加島  光君 

入江由希子さん 

 

 


