
                                                                                          

 

本日の例会（第１７４２回）   ７／２６（水） 
◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

次回の例会（第１７４３回）    ８／２（水） 
◆ゆったり例会を行います。 

第１７４1 回例会記録   ７／１９（水）晴 
◆司 会 梶川 久雄君 

◆斉  唱 RS・それでこそロータリー 

◆来訪者紹介 名古屋北 RC 元名古屋第二分区代理 浦野 三男君  

出 席 報 告 

会 員 数  ３４名  前々回訂正  1739 回例会 

欠席会員数  ４名  欠 席 会 員  0 名中 

出席会員数  ３０名  MAKE UP  0 名 

出 席 率  88.24％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 

会長 加藤 あつこ             

皆さま こんにちは たいへ

ん暑い日が続いていますが、い

かがお過ごしでいらっしゃい

ますか。 

 本日のご来訪者は、元名古屋

第二分区代理の名古屋北ロータリークラブ、また 今年度会長エレク

トの浦野三男様です。どうぞ ごゆっくり お寛ぎくださいませ。 

さて 去る7月14日に親クラブの北ロータリークラブに杉浦幹事と

共に 伺ってまいりました。 

また 昨日（7 月 18 日）は、ファミリークラブの錦ＲＣに杉浦幹事

とお邪魔いたしました。両クラブとも 特徴があり素晴らしいクラブ

活動を実践してみえました。たいへん勉強になりました。 

北ＲＣ様は 104 名の会員で、岡部会長様、伴野幹事様はじめ会員の

みなさまのお迎えをいただきました。また 浦野様をはじめ、大ベテ

ランのロータリアンの皆さまもお声をかけてくださり 温かい例会で

した。 

卓話は、名古屋市の河村市長でした。卓話は、テーマは、人生大逆転

街道「信長攻路」～桶狭間の戦い～でした。名古屋城と織田信長の話

でした。 

浦野三男様は、現在 会長エレクトをお努めで、来年、96 歳で会長

になられるとのことでした。北ロータリークラブの 70周年に向けて

の意気込みが感じられました。そのお姿は 矍鑠（カクシャク） と

していらっしゃいました。 

ビックリすることばかりです。 

錦ＲＣ様には、とっても ホットなおもてなしをいただきました。 

 

丹羽会長様、小野田幹事様から 名北ＲＣにお越しくださった時のお

礼を言ってくださり、皆さまによろしくお伝えくださいとのことでし

た。 

会員数は、31 名ですが、ゲストさん 3 名のご来訪でした。 

会員増強、私たちも頑張りましょう。よろしくお願いいたします。 

錦ロータリークラブさんは 会長点鐘のあと 瞑想をされました。静

かな空間でした。また 地域社会の支援を幅広く実行していらっしゃ

いました。 

・陸前高田の支援ツアーを 7月 2 日、3日に開催 

・地元 小、中学校の田植え農業体験は継続行事 

・合同 3 ロータリークラブでの 身体障害者施設支援活動（東山・葵・

錦） 

・25ＲＣの植樹要請を受けて、東山植物園にサクラ回廊作成支援 

・インターアクト・ローターアクトの支援 

・「モヨ・チルドレン・センターを支える会」の支援 

・ミャンマーへの支援ツアー 3ＲＣ合同旅行 11 月 20 日出発（豊

田東・錦 

などなど 素早い 対応に素晴らしいと感じました。そして テーブ

ルには、「モヨ・チルドレン・センターを支える会」 の寄付金。九州

北部豪雨の寄付金の募金箱が回っていました。 

すべて、たいへん勉強になりました。ありがとうございました。 

名北ＲＣも 有意義な、地域社会に役立つ立派な奉仕活動をいたして

います。 

自分たちの活動に自信をもってロータリー活動を行っていきたいと思

います。心ひとつに仲よく、笑顔で よろしくお願い申し上げます。 

本日のクラブフォーラムお願いいたします。 

幹 事 報 告 

１．次回例会(7/26水)は、午後５時３０分より例会、引き続き I.D.M.

を当アパホテル名古屋錦 ４階 御岳にて行いますので、お間違えの

ないようお願い致します。 

２．前年度のホームクラブ１００％出席会員は、西脇 良一君です。

後程、加藤会長より出席表彰をしていただきます。 

 

 

 

 

 

 

名古屋北ＲＣ 元名古屋第二分区代理 浦野 三男君に 

ご来訪いただきました。 

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．４ 

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 



 

 

 

 

 

 

 

パストエンブレムを贈呈された尾關前副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加島直前出席委員長より、2016-17年度のホームクラブ 100％ 

出席会員として、西脇 良一君が紹介され表彰されました。 

クラブフォーラ ム 

社会奉仕委員会運営方針 

社会奉仕委員長 梶川 久雄 

本年度、社会奉仕委員長を務めさせ

ていただきます梶川です、副委員

長・祖父江さん共々、ご支援、ご協

力のほど、宜しくお願い申しあげま

す。さて当クラブの継続北区３事業は、皆さんよく御存じの事と思い

ますので、今日は、市内２５ＲＣ社会奉仕委員会支援事業について現

時点の私の理解する限りの報告をさせていただきます。さて、卓上に

５部１組の資料がありますので、参照して頂きながら、聞いて頂けた

らとおもいます。資料（1）市内２５ＲＣ社会奉仕委員会２０１６-２

０１７年度支援提案事業リスト・・１３ＲＣからの１３支援事業・・

支援金額￥５００、０００－/件～￥１００、０００ー/件、合計￥３、

０６０、０００ー/１３件。（２）２０１７ー２０１８年度支援提案事

業リスト・・３＋３合同=６ＲＣからの４支援提案事業リスト・・￥１

００、００００－/件、～￥１、５００、０００ー/件、合計３、７０

０、０００ー/４件。（３）２５ＲＣ社会奉仕委員会運営ルール・・・。

（４）過去支援先リスト一覧＊１９８９～２００８年度・・輪番制１

ホストＲＣ・・２～３事業/年度、＊２００９～２０１６年度・・４～

１３事業/年度、＊年度寄付金２８５～３７０万円/年度。＊別件・・

今年度、次年度２年プロジェクト・・東山植物園”桜の大回廊”・・桜

の回廊の前身にあたる”桜の園”を昭和５７年度に市内のＲＣからの

寄付で整備した場所であり、現在約１００品種を取りそろえた植物園

内の見どころの１つである。しかし、主要園路まで”回廊”が継続し

ておらず、さらなる発展を図るため、今回、尾根部分の道にも桜（ヤ

マザクラ系）を植栽し、主要園路までの”桜の大回廊としたい。２５

ＲＣの参加により２５本の植栽と案内看板の設置を提案します。＊新

たな費用・・１０００円/人の協力をお願いする。＊３月の第２日曜日

に実施予定。＊費用２５０万円/回。・・・ご協力の程宜しくお願い申

しあげます。 

親睦活動委員会運営方針 

親睦活動委員長 加島 光 

 親睦活動委員会は会員間の親

睦を深めるのみならず、日頃、

仕事やロータリー活動に理解と

協力をしてもらっているご家族

の皆様との親睦を深める活動を、今年も行います。また、姉妹クラブ

や他のクラブとの交流による相互理解・友情の形成など活動も行いま

す。 

今年度は前年度委員長に比べると大人しいかとは思いますが、メイン

テーマに「ジャズを楽しむ」を据え、会員の皆様と楽しい親睦行事を

行って参ります 

 なにとぞ経験豊富な諸先輩方のご指導・ご鞭撻を是非とも宜しくお

願いいたします。 

従来の活動（原案：予定も含みます） 

１、ＩＤＭ前期・後期にそれぞれ 1 回開催 

２、ゆったり例会を前期・後期にそれぞれ 1回開催 

３、家族忘年会と春の家族会を開催 

４、会員・配偶者誕生日 結婚記念日の祝福 

５、例会のビジター受付・案内（委員全員タスキ着用） 

６、例会開始直前の隣接者との握手により例会スタート 

７、ワールドフードフェスタにおいて使用されない見込みの商品引換

券の有効活用（各地名産品やお酒に引き換えゆったり例会や夜間例会

時みんなで味わう） 

職業奉仕委員会運営方針 

職業奉仕委員長 玉置 正樹 

職業奉仕は、よく解らない・難し

いと言う言葉を耳にします。かく言

う私もその中の一人です。ロータリ

ーHPにある「職業奉仕入門」 

には下記ように記載されています。 

職業奉仕は、すべてのロータリアンが倫理と高潔さをもって仕事に

あたり、職業の知識やスキルを社会のニーズ解決のために進んで役立

てる事。また、職業奉仕は「目的」の第 2 項を土台としており、この

項で、ロータリアンは次のこと奨励し、育むことが求められています。 

・職業上の高い倫理基準   

・役立つ仕事はすべて価値あるものという認識 

・社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものと  

すること 

・・・やはり難しい内容ですが、上記を運営方針として 1年間確り

と勉強しながら、皆さんと共有し進めていきたいと思います。 

※10 月 4日は「職場見学会」を予定しています。場所等詳細は改

めて連絡させて頂きます。沢山の方に参加して頂きますようお願い

致します。 

二 コ ボ ッ ク ス 

名古屋北 RC 元名古屋第二分区代理 浦野 三男君 

本年も一年間宜しくお願い申し上げます。加藤新会長様の門出をお祝

します。 

【猛暑がつづきます。熱中症に気をつけて下さいませ。本日のクラブ

フォーラムよろしくお願い致します。】 

加藤あつこさん 尾関 正一君 足立陽一郎君 梶川 久雄君 

平子 明資君 加島  光君 玉置 正樹君 遠藤 友彦君 

星川 直志君 梅田  渉君 岩田  滿治君 加藤 昌之君 

西脇 良一君 

梅村  篤君 

尾關實津成君 

渡邉  泰彬君 

柴山  利彌君 

杉浦 定文君 

西脇 多吉君 

近藤  朗君 

横井  登君 

石黒  勉君 

伊藤 晋一君 

阿部 美男君 

北村 紀子さん 

入江由紀子さん 

祖父江佳乃さん 

木村  雅一君 

 



 


