
                                                                                          

本日の例会（第１７４１回）   ７／１９（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

次回の例会（第１７４２回）   ７／２６（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

（時間：午後 5時30分～  会場：アパホテル名古屋錦 ４階 御岳） 

第１７４０回例会記録   ７／１２（水）曇 

◆司 会 小關 敏光君 

◆斉  唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介 米山奨学生 タパ カビタさん 

◆来訪者紹介 名古屋錦 RC 丹羽 繁君 他１名 

出 席 報 告 

会 員 数  ３４名  前々回訂正  1738 回例会 

欠席会員数  12 名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  22 名  MAKE UP  1 名 

出 席 率  64.71％  出席率訂正  93.55％ 

会  長  挨  拶 
               

会長 加藤 あつこ 

本日は、私たち名北ＲＣの

ファミリークラブの名古

屋錦ＲＣ 会長の 丹羽

繁様、幹事の小野田 誓

（ちかい）様をお迎えし 

1740回の例会をさせていただけますことは、たいへんうれしく、楽

しい例会になることと存じます。会員一同、心より歓迎申し上げます。

どうぞ ごゆっくり お寛ぎくださいませ。 

さて 2017～18 年度もいよいよ本格的なスタートです。理事・役

員の皆さまも前向きに取り組んでいてくださり たいへん 心強い限

りでございます。 

会員数は 34 名ですが、力をあわせて楽しくクラブ活動をしていきた

いと存じます。諸先輩方の皆さまのアドバイス、会員の皆様のご支援・

ご協力よろしくお願い申し上げます。  

さて、7月 5 日に九州北部を襲った豪雨では、死者 25 名、安否不明

の方々などもいらっしゃり たいへんな被害に遭われていら 

 

 

っしゃいます。心よりお見舞い申し上げます。 

第 2760 地区から、九州地区のガバナーへ直接電話にてお見舞いを申

し上げ、現地状況の確認をしましたところ、一部地域で深刻 

な事態ではありますが、現況、義援協力の心配はないとのことです。

つきましては、九州北部災害につきましては、各クラブの判断で対応

をお願いいたします。今後、万が一、地区内クラブ皆さまへのご協力

が必要となりましたら、あらためて通知させていただきます。何とぞ、

よろしくお願い申し上げます。との連絡がきております。ご報告申し

上げます。 

本日は、1 回目のクラブフォーラムです。錦ロータリークラブ様とこ

れからのクラブ活動・地区活動を共に歩み、親睦を深め、楽しい交流

をしていただけますこと心よりお願い申し上げ挨拶とさせていただき

ます。 

幹 事 報 告 

１．本日、子クラブの名古屋錦ＲＣより会長 丹羽 繁様並びに幹事 小

野田 誓様が新年度のご挨拶にご来訪されております。 

２．来る７月２６日（水）、アパホテル名古屋錦にて行われます夜間例

会及び I.D.M.の出欠票を同封致しましたので、７月１９日（水）まで

にご提出下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

表敬訪問でご挨拶をされる 

名古屋錦ＲＣ丹羽新会長と小野田新幹事 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム 

本年度の運営方針 

会長  加藤 あつこ 

今年度のクラブテーマは、「愛」

といたしました。 

サブテーマは、「親睦・奉仕を

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

愛 
～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

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

２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．３ 

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 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



通じてロータリーを楽しもう」です。 

「愛」は、親が子を育てるように、 

愛の心・感謝する心・思いやりの心・人の幸せを願う心・明るい建設

の心 を持って ロータリー活動において 親睦・奉仕を通じて会員

はもとより、地域社会の人びとに「幸せの種子を蒔く」という活動に

してまいりたいとの思いからでございます。 

重点計画 

1.親睦を深め、楽しいクラブ活動をしよう 

2.奉仕を通じて、ロータリー活動に輝きをもたらそう 

3.クラブ戦略委員会の設置 

4.会員増強・退会防止 

5.米山記念奨学事業への積極的な支援、協力 

6.名古屋名城ローターアクトクラブの支援 

7.錦ＲＣ・半田南ＲＣとの合同例会及 WFFなど地区行事への参加 

具体策 

1.会員増強 3名 

2.例会前の 握手 

3.毎月 最終例会を目安に 唱歌合唱 

4.ロータリー財団・米山奨学基金への寄付のお願い申し上げます 

5.理事会の開催時間 午前 11時 15分よりお願いいたします 

6.分区共同社会奉仕事業 東山公園（植物園）にサクラ回廊をつくる 

ＲＩ会長より環境エコ活動のため 1人 1 本の植樹をしよう 

7.ＷＦＦ参加のため 10月 14日（土） 例会変更 

8.クラブ戦略委員会の活用 中長期を見据えて 

9.名城ＲＡＣへの支援をよろしくお願い申し上げます。 

  担当日 1 回 9/5  2回 12/10  3回 H30 4/3  

10.クラブ活動、地区の行事にも積極的に参加し、親睦・奉仕を通じ

て共に ロータリーを多いに楽しみましょう 

ロータリー財団委員会運営方針  

ロー タリー財団委 員 長 西脇 多吉 

ロータリー財団委員長を務めさせ

ていただきます西脇です。よろしく

お願いします。 

ロータリー財団は１９１７年基金

として発足し、１９２８年の国際大会でロータリー財団と名つけられ

ました。その使命は、ロータリーアンが、健康状態を改善し、教育へ

の支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和

をできるようにすること。そのためにも皆さんに寄付をお願いするこ

とになります。その年次寄付でございますが、昨年度は、財団１００

周年ということで一人当たり１８０ドルでありましたが、本年度は従

来通りの１５０ドルになるかと思いますが、まだ確定しておりません。

８月初めにあります財団セミナーでわかると思いますので理事会をと

おして報告させていただきます。地区補助金やグローバル補助金の為

にも年次寄付をお願いします。 

先日、RI 日本事務局財団室 NEWS2017 年７月号によりますと野生

株によるポリオ発症数は今年の１月から６月２１日までにパキスタン

２、アフガニスタン４、ナイジェリア０となり、目標の２０１８年ポ

リオ撲滅も近いかなと思われます。ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が大

口の寄付の約束したことだ掲載されております。あと、年次寄付ゼロ

クラブ数ですが、６月２８日現在、３４地区内、５クラブだそうです

が、７月１０日日本ロータリー財団室より、２０１６—２０１７年度

「年次基金寄付ゼロクラブ」ゼロ達成のお知らせがありました。 

会場監督・会場設営委員会 運営方針  

会場監督・会場設営委員長 岩田 滿治 

会場監督（ＳAA） 

品位と規律を保ち、例会の運営に

あたり厳しく対応し、細部にわたり

気を配る役員であり、「May I help You？」と戸惑っている会員

に一声をかけてあげるのも、SAA ではないでしょうか。 

1・例会開始前の会員同士の笑顔での握手の継続。  

2・会場設営、親睦活動、出席・ニコボックス各委員会との連携を

密にし、スムースなる例会の進行に努める。 

3・卓話時の私語の低減を図る。（当クラブ会員には見あたりません

が！） 

4・第 4週の例会時には唱歌を斉唱する。（7 月度 われは海の子） 

会場監督より一言「会場設営・親睦活動・出席・ニコボックス」の

3 委員会例会当番の方には完璧さは求めません、大いに失敗して例会

場を沸かせてください！ 

会場設営委員会 

1・楽しく和やかな例会の運営進行。 

2・来賓、ビジターへの細やかな配慮。 

3・夜間例会・IDM・家族忘年会等、席割表の作成。 

4・月間食事メニューの作成 

二 コ ボ ッ ク ス 

名古屋錦ＲＣ会長 丹羽 茂様  

名古屋錦ＲＣ幹事 小野田 誓様 

今日はお世話になります。宜しくお願い致します。 

【本日は錦ＲＣの会長・幹事様をお迎えし、楽しい例会をよろしくお

願いします。また米山のタパカビタさんよろしくお願いします。】 

加藤あつこさん 尾関 正一君 岩田  滿治君 平子 明資君 

梅村  篤君 遠藤 友彦君 杉浦 定文君 西脇 良一君 

柴山  利彌君 星川 直志君 横井  登君 小關 敏光君 

玉置 正樹君 

木村 雅一君 

渡邉  泰彬君 

西脇 多吉君 

 

香田 研二君 

 

祖父江佳乃さん 

 

 


