
                                                                                

本日の例会（第１７３２回）   ５／１７（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 

◆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 

次回の例会（第１７３３回）    ５／２４（水） 
《青少年奉仕月間卓話》 

◆卓話紹介会員 青少年奉仕委員会 委員長 宇都木 寧君 

◆スピーカー  国際ロータリー第 2760 地区青少年交換委員会 

                委員長 高木 政義様 

第１７３１回例会記録    ５／１０（水）曇 
◆司 会 伊藤 晋一君 

◆斉  唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 米山奨学生 タパ カビタさん 

出 席 報 告 

会 員 数  3６名  前々回訂正  172９回例会 

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  4 名中 

出席会員数  28 名  MAKE UP  3 名 

出 席 率  77.78％  出席率訂正  96.67％ 

会  長  挨  拶 
                会長 西脇 良一 

先月 4月 26 日例会後、北区

暴力追放協議会全体情報交換会

がありまして、参加して参りま

した、最初北区防犯協会のこと

と思っていましたが、また別の

会議でしたが、参加者は、よく知っている人がたくさん参加されて

いまして、大変に楽しく、また充実した内容の会議でしたので、満

足いたしました。 

また 5月 2日に、元会員の古川君から電話がありまして、元会

員の高橋法昇さんが亡くなられたとの連絡を受けまして、当日が、

お通夜ということで出席して参りました。5 月 3 日には、社員の結

婚式の出席もありましたが、後は、ごろごろとしておりましたが、

昨日元会員の、前田さんから、高橋さんの件で突然電話がありまし

て、大変に残念がっておられましたが、1時間半か２時間程、色々

な話をしていましたが、何か高橋さんがみんなを集めてくれたのか

なと思ったりもして、高橋さんのご冥福を祈り、また色々とお世話

になったことを感謝しております。  

幹 事 報 告 

１．去る４月２２日（土）の地区研修・協議会にご参加の皆様、大

変お疲れ様でございました。後程、次期会長、次期ロータリー財団

委員長、次期青少年奉仕委員長にご報告をして頂きます。 

地区研修・協議会報告 

「第 1 分科会」報告            次期会長  加藤 あつこ 

第 1 分科会は、会長・幹事・

会長エレクト・副幹事・ロー

タリー研修（情報）・会員増強

が出席対象です。 

1・開会の辞は、次期地区

事務長の岩崎光記様 

2・リーダー挨拶と地区計画については、ガバナーエレクト神野

重行様より 

  地区方針「今日からのロータリーを楽しもう！」 

「奉仕を通じてロータリー活動に楽しみを見出そう」 

地区のビジョン「10年後 20年後も地区の輝きが、持続可能で

あること」 そのためにはそれぞれクラブが輝いていることが必要

である。そのビジョン達成のためには 1、地区戦略委員会の充実 

そして 2、地区研修委員会の見直しと強化。を目指すこと ビジョ

ン達成のための行動指針を発表されました。 

そして ＲＩ会長テーマ：地球環境保全の奉仕活動として、

2018 年 4月 22 日のアースデイまでに「1 人 1 本の植樹」しま

しょうと呼び掛けられました。 

3・アドバイザー挨拶は、ガバナー服部良男様   

4・次期地区研修リーダー近藤雄亮様の挨拶 

5・現状報告は、地区幹事の岩月昭佳様 

   クラブ数 世界   35,520 クラブ（540 地区） 

        日本    2,273 クラブ（34 地区） 

        2760 地区   84 クラブ 

   会員数  世界  1,232,761 人 

        日本    89,833 人 

        2760 地区  4,858人 

6・会員増強については、次期地区会員増強委員会委員長の光岡

新吾様より 

  ＲＩ会長は、会員には、ローターアクト、主婦などロータリ

ーの目的に共感する人ならば誰でも会員になれる。（ロータリー：

変化をもたらす）と表明されました。 

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．４０ 

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 
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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 



7・危機管理については、次期地区危機管理委員長委員 黒田勝

基様より 

  危機管理は、安心・安全のための委員会です。リスク・危機

はどこにでも存在します。①ゼロを目指す ②72 時間ルール ③

真偽は問わない どう回避するか。軽減するか。「好ましくないす

べてを危機とする」 なるべく早く確保し、かくまうことが大切。

そして 報告すること。 

8・地区予算と地区資金については、次期地区会計長の森田兼由

様より説明がありました。 

9・ロータリーの友については、ロータリーの友地区代表委員の

尾本和弘様より 

  ロータリー友三大義務は、購入すること。購読すること。支

払すること。地区 10 年史発刊について記事提供をお願いします。 

10・次期地区幹事の加藤定伸様よりＲＩ会長賞、ガバナー賞の 

挑戦依頼がありました。 

11・質疑応答のあと 

12・ＤＬ研修・ＲＬＩ研修については、研修委員会副委員長の

早川和夫様より 

ロータリーリーダー研修の開催日程 8月 27 日。10月 1 日。

11月 12 日。ディスカッションリーダーの推薦依頼がありました

（笑顔・陽気な方） 

13・講評は、次期ガバナー補佐の宮崎薫様より奉仕・交流・世

界的なネットワークの活用を。持続可能な例会を目指してください。

元気なクラブ活動・楽しい親睦を。 

14・閉会の辞は、次期地区事務長 岩崎光紀様      以上 

 

「第 6 分科会」報告 ロータリー財団部門報告 

次期ロータリー財団委員長  西脇 多吉 

 次期ロータリー財団委員長、

同資金推進委員長、同ポリオ・

プラス/ＶＶＴ委員長等より、そ

れぞれの委員会の現状等の活動

状況、手続き等の発表があった。 

中村委員長よりポリオ撲滅が近

いこと。重点６分野奉仕活動の推進とＲＣファミリーの活動支援、

年次基金と恒久基金への理解、財団への寄付を全員で行うことと説

明等。 

松田資金推進委員長 

年次基金、恒久基金、メジャードナー（大口寄付者）、ＲＣカード

の入会、２０１７年―１８年寄付等 

高山補助金委員長 

地区補助金の件で事務局に任せず、担当者が内容を把握するように。 

加藤ポリオ・プラス/ＶＶＴ委員長 

ポリオ撲滅について、２０１８年撲滅を目指す。予防接種の継続が

必要。 

ＶＶＴ（専門的研修支援）事例を紹介。 

長谷川奨学基金・平和フェローショプ委員長 

奨学金の事例 

豊島資金管理委員長 

補助金事業は財団との契約であり、現会長と次期会長両名のサイン

で契約するので約束の順守を。 

 

「第 7 分科会」報告 青少年奉仕部門報告 

次期青少年奉仕委員長  加藤 昌之 

青少年奉仕は２０１０年にロ

ータリーの５大奉仕に位置付

けられました。この活動は、イ

ンターアクト、ローターアクト、

RYLA、青少年交換、危機管理

などのプログラムがあります。 

インターアクトは、１９６２年メルボルン高校に始まり、現在１

２０カ国以上で２５万人以上の高校生が高校、高専などを母体とし

て、地域奉仕、国際理解を深める活動しています。しかし名古屋 IAC

は名古屋 YMCA が母体となり広域活動になっています。 

ローターアクトは、１９６８年設立。１８歳から３０歳までの青

少年の奉仕活動です。我々は名城ローターアクトを１２クラブで提

唱しています。現在会員数は十九人と少なく、今後の増強が望まれ

る。 

RYLA は、1959 年にオーストラリアで始まったプログラムで

す。青少年奉仕活動においてリーダーの役割が重要であるため、「リ

ーダーシップの理解と実践」を目的に研修活動をするものです。 

青少年交換プログラムは、１９２７年コペンハーゲンで始まった。

１６歳から１８歳までの高校生を１年間、双方交換で留学させるプ

ログラムです。 

今現在は派遣留学生の募集を行っています。７月２１日が締め切

りですのでお知り合いの方にお勧めください。また、ホストファミ

リー不足に悩んでいます、「ホストファミリーバンク制度」があり

ます、ぜひ登録をお願いします。 

危機管理は、セクハラ対策で１２年前にプログラムが始まった。

様々の事業においておきた問題解決に対処するため、２０１７〜１

８年は基金３００万円でスタート。 

講評では、インターアクトローターアクトについて関心を持って

いただきたいとの報告がありました。 

 

誕 生 日 

5/ 2 斉藤 裕也君 5/21木村  雅一君 5/18 松岡  三明君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

5/ 3 加藤  昌之君  5/ 5 石黒    勉君  5/ 5  梶川  久雄君 

5/19 近藤   朗君  5/24 横井  尚啓君 

二 コ ボ ッ ク ス 

【地区研修・協議会報告、宜しくお願いします。】 

西脇 良一君 尾関 正一君 梅村  篤君 平子 明資君 

加島  光君 柴山  利彌君 斉藤 裕也君 入江 由希子さん 

梶川 久雄君 伊藤 晋一君 香田 研二君 木村  雅一君 

星川 直志君 

横井  登君 

尾關實津成君 

玉置 正樹君 

遠藤 友彦君 

阿部 美男君 

岩田  滿治君 

杉浦 定文君 

小關 敏光君 

西脇 多吉君 

加藤 昌之君 

加藤 あつこさん 

 




