
                                                                                          

本日の例会（第１７５０回）     ９／２７（水） 
◆2RC（錦・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

◆ホスト 名古屋名北ＲＣ  ◆会場 名古屋東急ホテル 

次回の例会（第１７５１回）     １０／４（水） 
《米山月間卓話》 

◆卓話紹介会員 米山奨学委員会委員長 入江 由希子さん 

◆スピーカー R.I.第 2760 地区米山奨学委員会 委員 近藤 久詞様 

◆題   名 「ロータリー米山記念事業について」 
 

第１７４９回例会記録     ９／２０（水）晴 
◆司   会 岩田  滿治君 

◆斉   唱 君が代／RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介 

国際ロータリー第 2760 地区 

   東名古屋分区 ガバナー補佐 本多 満様 

国際ロータリー第 2760 地区 

   地区副幹事  清水 順二様 

国際ロータリー第 2760 地区 

   地区スタッフ 秋田 和美様 

国際ロータリー第 2760 地区 

   東名古屋分区分区副幹事  嶋谷 悧希様 

◆来訪者紹介  

国際ロータリー第 2760 地区 

   東名古屋分区 I.M.実行委員会対外広報委員長 池戸 史英様 
 

出 席 報 告 

会 員 数  ３４名  前々回訂正  174７回例会 

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  26名  MAKE UP  1 名 

出 席 率  76.47％  出席率訂正  93.33％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会前に行われた会長・幹事懇談会 

会  長  挨  拶 

  会長 加藤 あつこ 

皆さま こんにちは、本日は、

秋風とともに、すがすがしい秋

晴れになりました。今日は、お

彼岸の入りでございます。ご先

祖様に感か謝しつつ、お墓参り

をしてまいりました。 

先日は、大型台風 18 号が、日本列島を駆け抜けていきました。大分の

被害にはじまり、北海道へと爪痕を残していきました。東海地区では、

大きな被害はあまりなく 良かったと思いますが、被害をこうむられた

かたがたには、お見舞いを申し上げます。 

さて 本日は 本多ガバナー補佐様のご訪問をいただいています。また 

国際ロータリー第 2760 地区の諸先輩方も 多数、お越しくださいまし

た。 

ありがとうございます。 

東名古屋分区 ガバナー補佐 本多 満(ほんだ みつる) 様をはじめ 

地区副幹事 清水 順二(しみず じゅんじ) 様 

地区スタッフ 秋田 和美(あきた かつみ) 様 

東名古屋分区分区副幹事 嶋谷 悧希(しまや としき) 様 

そして東名古屋分区 I.M.実行委員会 対外広報委員長 池戸 史英（い

けど ふみひで）様 

皆さま方におかれましては、たいへんお忙しい中 ご来訪、ご臨席 賜

りまして 誠にありがとうございます。会員一同 心より感謝申し上げ

ております。 

例会前には、会長幹事懇談会を開催し、有意義なお話をさせていただき

ました。ありがとうございました。 

本日で、東名古屋分区 ガバナー補佐訪問 最後のクラブでしょうか？ 

名北ＲＣのために ご指導・ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

また、お気付きの点、何なりと ご教授 賜りますよう 重ねてお願い

申し上げます。 

本日は、実り多い例会になりますよう お願い申し上げます。 例会後

には、クラブ協議会もごいます。長時間になりますが、何とぞ どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

以上 会長あいさつとさせて頂きます。 

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．１２ 

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 



幹 事 報 告 

１．本日は、東名古屋分区ガバナー補佐 本多 満様、地区副幹事 清

水 順二様、地区スタッフ秋田 和美様、東名古屋分区分区副幹事 嶋

谷 悧希様、ＩＭ実行委員会 対外広報委員長 池戸 史英様をお迎え

しての例会です。会員一同心より歓迎申し上げます。尚、例会終了後ク

ラブ協議会を開催致しますので、ご出席の方は４階「御岳の間」にお集

まり下さい。 

２．当クラブも協賛をさせていただいております１０月１５日（日）開

催の北区区民まつり「きた・きたフェスタ」のご案内が名古屋市北区役

所より来ております。受付にチラシを置きましたので、ご希望の方はお

持ち帰り下さい。 

３．来る１０月４日（水）職場見学会と１０月１０日(火)ガバナー公式

訪問の出欠票の締め切りは本日までとなっております。ご回答がまだの

方は至急ご提出していただくようにお願いいたします。 

４．次回例会(9/27 水)は、昼間例会を変更して名古屋錦ＲＣとの合同

夜間例会及び懇親会となっております。午後５時３０分より例会、引き

続き懇親会を名古屋東急ホテルにて行いますので、ご出席の方はよろし

くお願いいたします。 

 

委 員 会 報 告 

・職場見学会のご案内    （職業奉仕委員長 玉置 正樹） 

 

ご訪問 
本年度国際ロータリー第 2760 地区東名古屋分区ＩＭについて 

国際ロータリー第 2760地区東名古屋分区 I.M.実行委員会対外広報委員長 

池戸 史英様 

 

卓話 
国際ロータリー第 2760 地区 
        東名古屋分区ガバナー補佐 本多 満様 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の地区事業について 

2013-16年 被災高校生支援委員会委員長 

被災地のＲＣの協力の下、最終的に 4200 万円を集め、34 名の岩手

県・宮城県の高校生に生活支援等を行った。また各ＲＣにも支援をお願

いし、奨学生と年に１回近況報告等のやりとりをした。昨年３月の卒業

後の進路も確認し、ただ支援をするだけでなく、【顔の見える事業】とし

てロータリークラブらしい有意義な活動をする事が出来た。 

本年度事業について 

本年度国際ロータリーイアンＨ．Ｓ．ライズリー会長は、「ロータリー：

変化をもたらす」をテーマとし、地区神野ガバナーは、テーマを「今日

からのロータリーを楽しもう」を提唱された。東名古屋分区地区方針も

「奉仕を計画し、活動を楽しもう」とし、楽しくロータリー活動をする

中で世の中を変えていく、が一貫したテーマになっている。 

・ＩＭ（インターシティ・ミーティング） 

 基調講演者のアーミン・モディ氏は、「あしたの会」代表。名古屋

東ＲＣでは、グローバル補助金事業として、プネーカラヤニーナガ

ルＲＣ、「あしたの会」と共同でＩＴ教育支援事業を進めている。 

 ＩＭでは、東名古屋分区 4ＲＣに奉仕活動事例の発表をしてもらう。 

・東山動物園での植樹 

 ＲＩイアン会長、神野ガバナーの提唱に基づき、西・東名古屋分区

共同で植樹事業を行いたい。 

・ＷＦＦ（ワールドフードフェスタ） 

  分区ブースで東北の物産を出展。物品をチケットで購入するなどし、   

どｄ東日本震災支援のご協力をお願いしたい。また、各ＲＣの奉仕活動         

ＣのＰＲをしロータリーの公共イメージの向上を図りたい。 

・国際大会 

 カナダ、トロントで２０１８年６月２４日から２７日に行われる。

国際大会は、世界のロータリアンと交流するとてもいい機会なので、

ぜひ参加をし国際大会の雰囲気を味わっていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本多ガバナー補佐、清水地区副幹事、秋田地区スタッフ、 

   嶋谷分区幹事をお迎えしてのクラブ協議会 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

国際ロータリー第 2760 地区 

   東名古屋分区 ガバナー補佐 本多 満様 

国際ロータリー第 2760 地区 

   地区副幹事  清水 順二様 

国際ロータリー第 2760 地区 

   地区スタッフ 秋田 和美様 

国際ロータリー第 2760 地区 

   東名古屋分区分区副幹事  嶋谷 悧希様 

国際ロータリー第 2760 地区 

   東名古屋分区 I.M.実行委員会対外広報委員長 池戸 史英様 

本日、IM の PR お願いにまいりました。どうぞよろしくお願いします。 

梅村 美知容さん 

明日から沖縄に行ってきます。 

【本日は、ガバナー補佐訪問でございます。本多様、清水様、秋田様、嶋谷

様、池戸様、よろしくお願い申し上げます。】 

 

 

加藤あつこさん 岩田  滿治君 尾関 正一君 平子 明資君 

遠藤 友彦君 渡邉  泰彬君 西脇 多吉君 梶川 久雄君 

西脇 良一君 柴山  利彌君 玉置 正樹君 斉藤 裕也君 

星川 直志君 尾關實津成君 木村 雅一君 梅田  渉君 

小關 敏光君 

石黒  勉君 

阿部 美男君 

宇都木 寧君 

伊藤 晋一君 

 

北村 紀子さん 

 


