
                                                               

本日の例会（第１７８５回）     ６／２７（水） 
◆卓話紹介会員  会員 石黒 勉君 

◆スピーカー 音楽講師 吉川 純子様      

◆題   名 「懐かしの映画音楽を紐解くパートⅡ」 

次回の例会（第１７８６回）     7／４（水） 
◆新年度第 1回例会を行います。 

第１７８４回例会記録     ６／２０（水）雨 
◆司   会 岩田  滿治君 

◆斉   唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲ  ス ト  米山奨学生 ビラ マルフさん 

◆来 訪 者 名古屋 RC 三田村 肇君 他 14名 

出 席 報 告 

会 員 数  ３6名  前々回訂正  1782回例会 

欠席会員数  5名  欠 席 会 員  ２名中 

出席会員数  31名  MAKE UP  １名 

出 席 率  86.11％  出席率訂正  96.77％ 

  

会  長  挨  拶 

 会長 加藤 あつこ 

 皆さま こんにちは 昨夜のサッカーのワールドカップ 日本戦、皆さま

ご覧になったと 思います。素晴らしかったですね。前情報が、あまり良く

なかったので、いかがかと思いましたが、とんでもない。一致団結して戦っ

た勝利です。まだまだ 続きます。応援していきましょう。 

さて 18日におきた 大阪北部の震度 6弱の地震に びっくり いたしま

した。天災には かないません。被害に遭われた方には 心よりお見舞い申

し上げます。防災の心掛けを していかなくては と つくづく感じました。 

＜地震対策には、自助、協助、公助がありますが、まず 自分の命は、自分

で！そして 水・食料・家族との連絡 などなど です。＞ 

そこで ひとつ 【自然からの贈り物】として聞いてください。 

「一般的に、成人した人の身体には、一日におよそ二リットルの水が必要だ

と言われています。加えて、1人が一日に使う水の量は、平均すると 200

リットルにも及ぶそうです。＜えっ ウソでしょ？＞と思う人もいるかもし

れません。 

家庭での水消費量のうち、お風呂とトイレで およそ 6割が使われ、その他

にも洗濯、炊事、洗顔などで使われます。水の量は、時代とともに増加傾向

にあるようです。日本では、蛇口をひねると いつでも きれいな水が出て

きます。 

世界的に見ても降水量が多く、水が豊かな国の象徴 とも言えるでしょう。 

その一方で、自然災害によって断水や給水制限が実施されると、その時だけ

水のありがたさを実感する、という面があるのも事実でしょう。人は単に「生

きている」のではなく、自然に「生かされている」存在です。 

大自然の恵みである水に対して、感謝を向けていきたいものです。 

今宵は、名古屋名北ロータリークラブ最終夜間例会 及び I D M です。

このＩ Ｄ Ｍは、インフォーマル・ディスカッション・ミーティングです。 

多いに 楽しみましょう。本日は ゲスト参加として 米山奨学生の ビ

ラ・マルフさんの ご来訪です。お久しぶりです。ラマダーンの断食のため、

お食事ができる日まで、ご来訪を待っていただきました。ビラ・マルフさん、

どうぞ ごゆっくり 本日の I D M を お楽しみくださいませ。 

さて 私、会長として ごあいさつさせていただく 最後の日となりました。 

皆さまには この1年間 至らない私を 支えてくださり 誠にありがとう

ございました。 

2017～18年度 国際ロータリー第 2760地区 神野重行ガバナーの地区

方針 「今日からのロータリーを楽しもう！」から スタートし、 

不肖 私のクラブテーマを「愛」！！そして 

サブテーマを「親睦・奉仕を通じて、ロータリーを楽しもう」とさせていた

だきました。理事・役員の皆さまをはじめとして、会員のみなさま方のご支

援・ご協力のおかげで 今日のよき日を迎えることができました。と言うよ

り  みなさま方のおかげで よき日になりました。従いまして 本日は 

皆さま方に 私からのお礼のご挨拶をさせていただきます。 

本当に 本当に ありがとうございます。そして お疲れ様でございました。 

私は すべて 皆さまに おんぶに だっこで まいりましたこと 反省い

たしております。 

先日 15日に第 2760 地区の神野ガバナー主催の 地区役員・会長・幹事

の懇談会が開催され、わが 名古屋名北ロータリーは、ガバナー賞を頂くこ

とができました。それも 2017～18年度ガバナー賞 と ガバナー賞ダ

ブル受賞と 2つ頂くことができました。ガバナー賞 と ダブル受賞の内容

はクラブ戦略委員会の設置・会員増強 3％以上の達成・米山特別寄付 1人平

均 2万円以上 かつ 寄付率 80％以上の達成というダブル受賞です。 

因みにガバナー賞の受賞は、86クラブの中 44クラブが表彰されましたが、 

このダブル受賞は なんと 4クラブのみでございました。 

この寄付金につきましは、星川さんと星川さんの奥様の熱い厚いご芳志のお

かげでございます。ありがとうございました。心より 感謝申し上げます。 

また これらすべて 2017～18年度の実質的な活動をリードしてくださ

ったのは  皆さまがた、でございます。 

幹事であり、クラブ奉仕委員長であり、会長エレクトの、杉浦さん。をはじ

め直前会長の西脇良一さん。 副会長の北村さん。そして 職業奉仕の玉置

さん。社会奉仕の梶川さん。国際奉仕の星川さん。青少年奉仕の加藤昌之さ

ん。これら五大奉仕の委員長様を中心にして活動していただいたおかげです。 

 クラブ奉仕には欠かせない 会場設営の岩田さん。 親睦活動の加島さん。

ニコボックスの石黒さん。 会報・雑誌・広報・ロータリー情報の足立さん。 

クラブ奉仕は、1年間 毎回、毎回の例会の運営に、ご尽力です。 

その上、I D Mや 数々の行事のあるたび・準備からスケジュール、ご来

訪者の接待・など 気の抜けないお役です。また 職業分類の横井さん、安
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倍さん。会員選考の伊藤さん。会員増強の香田さん。香田さんは、事故のた

め お身体・精神的にも大変でした。しかし できる限り 無理をしても ご

尽力くださいました。クラブ奉仕は 名北ロータリークラブの会のため、会

員のため、他のロータリークラブとの交流、おもてなしのために ご活躍く

ださいました。次は 国際奉仕委員会で 国際奉仕は 2760 地区 と国際

ロータリーとの連携に不可欠な お役です。星川委員長を柱に ロータリー

財団の西脇多吉さん。米山記念奨学の入江さん。そして この年度のあらゆ

ること すべて 会員の皆さまがたには、各委員会の委員として当番として 

また 少人数のため 兼務・兼務でお力をいただきご協力くださいました。 

皆さま方の温かい思いやりのおかげでございました。また 経済が伴わなけ

れば 会の運営はできません。会計の 渡辺さんと 会計監査の 遠藤さん。

収支のやり繰りにご尽力くださいました。財政厳しい中、見事なまでの 資

金繰りありがとうございます。 

そして そして 私が幹事、会長エレクト、の時代から こんにちまで 見

守り 育ててくださいました 直前会長の西脇良一さん。いつも やさしく

導いてくださいました。そして 直前会長になられても 私のお願いごとに

は、どんなことも 協力し・支援してくださいました。心より 心より 感

謝申し上げています。さて 2017～18年度には、2名の 新会員の増強

ができました。 

杉浦幹事さんのおかげです。 塚田さん。吉村さん ようこそ 仲良くロー

タリーライフを楽しみましょう。そして クラブ戦略委員会の設置いたしま

したが、私、委員長として たった１回の開催にて 申し訳なく反省してお

ります。次期の活躍にゆだねたく存じます。社会奉仕では、梶川委員長を中

心として 東山植物園のサクラ回廊の 新たな社会奉仕活動が行われました。

そして 近年活動し始めた 愛知県芸の奨学金制度。図書館への寄付事業も

中長期の活動となりました。これには 会計の渡辺さんの思い・提案・アド

バイスのおかげで 実行できました。これら すべて すべて 皆さまがた

の ご尽力のおかげでございます。そして もう一人、このかた無し では 

困ってしまいます。縁の下の 「ちから持ち」事務局の 青木さん！！です。

青木さんの助けは 名北ロータリークラブにとって 絶大なる功労者です。

心より ありがたく 厚く お礼申し上げます。 

この１年 会長としての経験は、私には何にも代えがたいものでした。 

私の人生の宝物となりました。会長をさせて頂きありがとうございました。 

皆さまも 是非 是非 会長を経験され この宝物を味わってください。 

これからも 会員として 皆さま方と ご一緒させていただきたいと存じま

す。 

今後とも 変わらぬ ご指導・ご鞭撻を 賜りますようお願い申し上げます。 

最期の例会 27日の例会は 私、国際大会 参加のため 不在となります

が、私の至らなかったことを 肴に ワイワイお楽しみくださいませ。 

残念なのは、スピーカーとして 吉川純子様のピアノ演奏「懐かしの映画音

楽を紐解くパートⅡ」が聴けないことが悲しいです。 

みなさま わたしの分まで 十二分にお楽しみくださいませ。それでは、 

今日は何の日 

 1590 年：イエズス会の巡察使・バリニャーノが、ヨーロッパに派遣した

日本人少年使節（天正遣欧使節）が、ローマ法王への謁見などを終えて、8

年ぶりに帰国した。初めて輸入された活字印刷機とともに。 

 1654 年：玉川上水 完成。全長 43Ｋｍ 

 1751 年：暴れん坊将軍・徳川吉宗 亡くなる。66 歳。享保の改革を行

った。米将軍とも言われ、「人は用い方にて 物の用に立つもの

なり」を人材登用の基本方針とした。 

 1899 年：初の日本製 映画が上映される 

 1960 年：初のロングサイズのたばこハイライト発売 

幹 事 報 告 

１．本日は、本年度最終の夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.です。ごゆっくりお寛ぎ下

さい。 

二 コ ボ ッ ク ス 

【本日のクラブフォーラム、星川さん、梶川さん、玉置さん よろしくお願

い致します。暑い日です。バテないようにしましょう。】 

－ 本年度最終の I.D.M.を開催 － 
 会場：名古屋東急ホテル 

 

加藤あつこさん 

遠藤 友彦君 

杉浦 定文君 

西脇 多吉君 

梅田  渉君 

西脇 良一君 

伊藤 晋一君 

梶川 久雄君 

尾關實津成君 

玉置 正樹君 

小關 敏光君 

塚本  隆君 

吉村 知紗君 

尾関 正一君 

横井  登君 

柴山  利彌君 

星川 直志君 

阿部 美男君 

香田 研二君 

平子 明資君 

岩田  滿治君 

梅村  篤君 

祖父江佳乃さん 

足立陽一郎君 

木村 雅一君 

 


