
                                                               

本日の例会（第１７７４回）      ４／４（水） 
◆《母子と健康月間卓話》 

スピーカー 会員 祖父江 佳乃さん 

 

次回の例会（第１７７５回）     ４／１１（水） 
◆クラブフォーラムを行います。 

・北区子ども会育成連絡協議会へ名古屋名北ロータリークラブ賞贈呈式 

 

第１７７３回例会記録     ３／２７（火）晴 
◆司   会 鬼頭 正二郎君（名古屋錦 RC） 

◆斉   唱 RS・奉仕の理想 

◆来訪者受付 名古屋 RC 鶴巻 敦宣君 他１1 名 

 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  177１回例会 

欠席会員数  ７名  欠 席 会 員  2 名中 

出席会員数  28名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  80.00％  出席率訂正  100％ 

  

－ ６ＲＣ合同例会及び懇親会を開催 － 

ホスト：名古屋錦 RC   

会場：名古屋ガーデンパレス 
 

会  長  挨  拶 

   会長 加藤 あつこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま、こんばんは 名北ＲＣ 加藤でございます。 

本日は 6ＲＣ合同例会に参加させていただき、皆さまにお目にかかれて 

ホット心温まる思いでございます。 

親クラブの北ＲＣの岡部会長様をはじめ 北クラブの皆さまには、日頃より 

心こまやかな お心遣いを賜り ご相談ごとなどに対しましても 適切なア

ドバイスや ご支援を賜っていますこと 心より 厚く 感謝申し上げます。 

本日の 6ＲＣ合同例会のホストをお勤めくださいました 錦ＲＣの丹羽会長

様をはじめ 会員の皆様方には たいへんな 準備とお手配、素晴らしい例

会をありがとうございます。心より お礼申し上げます。 

さて 北ＲＣ・守山ＲＣ・錦ＲＣ・葵ＲＣ・アイリスＲＣの 皆さまがたに

は、かずかずの 奉仕事業・例会での 素晴らしい事例を拝聴し たくさん

のことを学ばせていただいています。また 親睦を通じて、温かいお声かけ 

お心配りを賜りありがとうございます。ファミリークラブの甘えでしょう

か？皆様方との交流のおかげで、楽しいロータリーライフを過ごさせていた

だいています。 

私は、いつも次の言葉をたいせつにしています。聞いてください。 

「心の友の 存在は、まさに人生におおきな価値をもたらせてくれる。同志

を、心友を大事にしたい。」 

です。どうぞ 末永く ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに ロータリー活動のますますの ご繁栄と 皆様方のご健勝とご多幸

を お祈り申し上げ ご挨拶とさせていただきます。 

 

幹 事 報 告 

１．本日は６ＲＣ合同夜間例会及び懇親会です。ホストクラブの名古屋錦Ｒ

Ｃ様には大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願い致します。 

２．４月４日（水）新旧理事役員委員長引継ぎ会議の出欠、申し送り事項、

４月７日（土）の春の家族会の出欠が未提出の方は、至急にご提出をよろし

くお願いいたします。 

各クラブ会長挨拶 

 名古屋北ロータリークラブ 

会長 岡部 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、今晩は！名古屋北ロータリークラブ会長の岡部です。本日は年

に一度の６ロータリークラブ合同例会です。設営していただいた名古屋

錦ロータリークラブの皆様には改めて御礼申し上げます。さて、名古屋

北ロータリークラブは昭和３４年５月２１日に創立されました。それか 

ら守山さん、名北さん、錦さん、葵さん、アイリスさんと輪が広がり、 

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．３５ 

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 



 

今日こうして盛大な合同例会が行われることは大変喜ばしいことと存じ

ます。 

さて、本年度、名古屋北ロータリークラブは「ロータリーで行動しよう 

アクティブ！」をクラブテーマとし、魅力ある例会作り、IDM の充実、

俳句友の会、ゴルフ友の会など同好会の発展・促進、国際奉仕の推進な

どに取り組んでまいりました。また、ロータリーの事を新しい会員に学

んでもらおうと、研修委員会を充実し、私自身も国際奉仕の講師を務め

ました。来月にはアイリスクラブさんと共催で第９回チャリテイーゴル

フ大会も行われますが、すでに１６０人近くが集まる大きな会になりま

した。集まった寄付金は東北大震災遺児のための「ロータリー希望の風

奨学金」に寄付されます。まだ、家族旅行会やモンゴルでの植樹、「オン

ツー・トロント」なども残っていますので気が抜けません。重要な会員

増強に関しましては、目標の１１０名に一時達しましたが、現在は１０

６名に後退しており、改めて増強の難しさを痛感しております。最後ま

で粘り強く取り組んでまいります。 

ところで、次年度は当クラブで葵さん、アイリスさん両クラブの創設に

特別代表を務められた浦野三男さんが通算２回目、６０周年の会長を務

められます。すでに６０周年委員会も設けられて準備も進んでおります。

来年の５月１７日（金）に皆様と喜びを分かち合えればと思っておりま

す。それでは、本日は、楽しく、賑やかに６クラブのロータリーの友情

の輪を広げましょう。ご静聴ありがとうございました。 

 

名古屋守山ロータリークラブ 

会長 松崎 美都子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、今晩は。本日は、6RC合同例会ホストクラブの名古屋錦ＲＣの皆

様、お世話になります。 

私共・名古屋守山ＲＣは、昨年度から「チーム 50」と名付けて会員増強

に力を入れてまいりました。54年の歴史を持ち、多い時には会員数 100

名を超えていた当クラブですが、それが 2016-17年度には 34人から

のスタートとなりました。そこで西脇会長エレクトが「ともかく会員数

を 50 名のクラブにしようよ」と呼びかけて会員増強への仕組みを構築

してくれました。 

会員 50 名まであと少し、もうひと頑張りなのですが、「チーム 50」の

効果としてクラブ内に強い結束と絆が生まれたことも大きな成果だった

と思います。 

また、当クラブでは 1997 年からロータリー地域社会共同隊「名古屋守

山ＲＣＣ」を支援しております。守山 RCCには 16 のボランティアグル

ープが参画しており、1,000 人以上もの隊員が、それぞれの分野でボラ

ンティア活動に献身しております。持ち時間の都合で詳細は語れません

が、日本の、この恵まれた文明社会においても、人の手助けを必要とさ

れる方々が沢山おられることに心が痛みます。 

また次年度は、当クラブが「東名古屋分区 I.M.」のホストクラブを務めま

す。ロータリーへの熱い情熱で、心をこめた“おもてなし”をさせて頂

きます。 

皆様のお越しをお待ちしております。 

 

 

 

 

名古屋葵ロータリークラブ 

会長 加藤 久雄様 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋葵ロータリークラブ会長の加藤久雄でございます。早いもので既

に会長の任期も四分の三終わりました。残り三か月ですが、まだまだ全

力で突っ走る所存ではございます。 

今年度は２５ＲＣ社会奉仕委員長会議の主管クラブとして勤めさせて頂

いております。先日も新聞等で紹介されました桜の回廊プロジェクトも

行われ、次年度にもこのプロジェクトが無事に引き継がれ、速やかに行

やれるよう残りの会議を円滑に進めていきたいと思います。また、残り

の事業（社会奉仕活動）、これは名古屋葵ロータリークラブとしての東区

の天王まつりへの支援、それと今年度は名古屋錦ＲＣ様と名古屋東山Ｒ

Ｃ様との合同の社会貢献事業も行う予定です、この事業も無事に終われ

るよう活動してまいります。 

しかし、私が今年度一番に掲げている会員増強が進んでおりません。会

員一人一人がもう少し危機感を持って頂けるよう話をしているのですが、

私が悪いのかクラブとしての重大さが伝わっておりません。２年後には

１５周年を向かえます。それまでには会員数を少しでも増やし今後の名

古屋葵ロータリークラブとしての方向性を確立出来たらと考えておりま

す。そのためにも今年度は踏み出す一歩になるよう残りの任期を邁進す

る所存です。 

これをもって会長の挨拶とさせて頂きます。 

 

名古屋アイリスロータリークラブ 

会長 藤谷 猛様 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんばんは。只今、ご紹介を頂きました名古屋アイリスロータリーク

ラブ会長の藤谷で御座います。 

本日は６RCの皆様が一堂に会し、親睦を深める為の合同例会です。ご準備

を頂きました名古屋錦ロータリークラブの皆様には心より感謝申し上げます。 

私ども名古屋アイリスロータリークラブは設立から 5 年目となります。皆様

方のクラブのように歴史と伝統が御座いませんので、これまではすべてが学

びであり、試行錯誤の連続でした。次に来るべき 10 年目の節目を見据えて、

この5年目がターニングポイントになればとの思いで今年度に挑んでおりま

す。そこで、今年度のクラブ方針を「共に活動し、共に奉仕し、共に頑張る

アイリス」と定めました。社会奉仕活動においても私たちは小児がんの子供

たちへの支援を継続的に進める事を決意しております。こうして全員で、活

動することが歴史と伝統を築いて行く礎になればと思っております。 

この時期、既に次年度の活動の音が聞こえてきております。今年度もあとわ

ずかとなりましたが、こうした方針を次年度に継承し、皆様にご指導頂きな 



 

がら、より良いクラブ運営を目指して行く所存でございます。 

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。 

 

名古屋錦ロータリークラブ 

会長 丹羽 繁様 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様今晩は。今年度６ＲＣ合同例会ホストを務めさせて頂きます名古屋錦Ｒ

Ｃ会長の丹羽と申します。今回は、私共のホームグランドを皆さん見て頂き

たくて、初めてガーデンパレスで開催させて頂きました。ホテル従業員一同、

錦ＲＣ会員一同、一丸となって頑張りましたが、何分不慣れな事も有り、至

らぬ点も多々あると思いますが、ロータリーの友情を持ってお許しいただけ

れば幸いです。 

 さて、昨年の合同例会でご挨拶した折り、総勢２８名の小さなクラブと申

しましたが、会員皆の努力もあって、お陰様で今現在の会員数は２５％増の

３５名となりました。 

 錦ＲＣの今年度のクラブテーマは、会員に優しく、社会に優しく、誰から

も慕われる暖かいクラブ。そして、規律もしっかり見つめ直そうと、「暖かい

規律あるクラブ」といたしました。 

 私共のメーンの社会奉仕事業は、ＩＭでもご紹介しましたが、１３年間続

けてきている農業体験交流会です。都会の子供達には、農業体験を通じ自然

の素晴らしさを、そして、全校生徒２０名前後の山の中の子供達には、同学

年の子供との授業を体験させて、大勢の仲間との交流を図り、将来に向かっ

て「友情が芽生えたら良いなぁ」との思いを込めて、子供達の笑顔が続くこ

とを願いつつ、次にきちんと引き渡せるようになるまで頑張ります。 

 人生は、出会いと別れのスクランブル、今を生きる。 

 今日は、６ＲＣの仲間同士、大いに語り合いましょう。 

次回ホストクラブ挨拶 

名古屋葵ロータリークラブ 

会長エレクト 堀口 久様 

次年度、名古屋葵ロータリークラブ会長を務めさせて頂きます堀口久と申し

ます。いつも皆様には色々とお世話になり、ありがとうございます。また、

本日は名古屋錦ロータリークラブ丹羽繁会長はじめ皆さまに大変お世話にな

り、深く感謝申し上げます。 

 次年度の６ロータリークラブ合同例会のホストは、私ども葵ＲＣが務めさ

せて頂きます。葵ＲＣは、現在、会員数２０名でありまして、６ＲＣ合同例

会のような大規模な会合のホストをさせていだくことは非常に大変ですが、

メンバー全員一丸となって、良き合同例会になるよう努めたいと思います。 

開催日は、平成３１年３月７日木曜日。会場は、名古屋東急ホテルです。本

日の例会を参考にさせて頂き、またじっくりと考えて準備してまいります。 

次年度ＲＩバリー・ラシン会長のテーマは「インスピレーションになろう」

ですが、奉仕活動への活力となり、親睦を深める合同例会及び懇親会にする 

 

ことができればと思っています。 

 多くの皆様にご参加いただけますよう、クラブメンバー一同お待ちしてお

りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アトラクション  ピアノ演奏  杉丸 太一様  

 

 

 二 コ ボ ッ ク ス 
加藤 昌之君 ゴルフ本年度初優勝しました。ありがとうございます。 

【本日の６RC合同例会よろしくお願い致します。先日のホワイトデーのプ

レゼントありがとうございます。】 

 

加藤あつこさん 

伊藤 晋一君 

渡邉  泰彬君 

足立陽一郎君 

西脇 多吉君 

加島  光君 

 

平子 明資君 

玉置 正樹君 

梶川 久雄君 

梅村  篤君 

柴山  利彌君 

香田 研二君 

 

岩田  滿治君 

石黒  勉君 

西脇 良一君 

塚本  隆君 

小關 敏光君 

尾關實津成君 

 

入江由希子さん 

遠藤 友彦君 

杉浦 定文君 

梅村美知容さん 

祖父江佳乃さん 

入江由希子さん 

 


