
                                                               

１年間 ご協力、ご支援 

   ありがとうございました。 

退任挨拶       会長 加藤 あつこ 

2017～18 年度の会長という大役を仰せつか

りました。在任中は、至らない私を支えてくだ

さり 格別なるご指導・ご鞭撻を賜りましたこ

と 誠にありがとうございました。また 公私

にわたり ひとかたならぬ ご厚情 ご高配を

賜りましたこと ここに謹んで 厚くお礼申し

上げます。おかげをもちまして 滞りなく任を

終えることができました。皆さまの温かいご支

援・ご協力のおかげでございます。感謝の念でいっぱいでございます。 

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」！！ 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。たいへん有意義で、楽しいロータ

リーライフを経験させていただきました。東山動植物園のサクラ回廊の

植樹。米山奨学生には、ネパールのタパ・カビタさん、そして そのあ

と、バングラディシュからのビラ・マルフさんと 2 人目のお世話をさせ

ていただいています。名北ＲＣの行事も錦ＲＣ・半田南ＲＣの合同例会。

名城ＲＡＣの支援。社会奉仕では、北警察署・北消防署の優良職員表彰。

新たな行事では、愛知県芸大学の奨学金制度の 2 年目。新たにスタート

した北図書館・楠図書館への図書贈呈 1年目。シネマ裏舞台の職場見学

会。恒例の家族忘年会。そして、新会員お二人の入会は嬉しいことです。

戦略委員会の設置。また 星川ご夫妻のご芳志で多学の寄付を頂き、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。の功

績が認められガバナー賞とガバナー賞ダブル賞の2つ表彰していただけ

ました。すべて 理事・役員の皆さまをはじめとして、会員のみなさま

方のご尽力のおかげです。 

この 1 年、素晴らしい経験をさせて頂き、とても幸せでした。そして 常

に ともに活動してくださった杉浦幹事さんには、お疲れ様でした。感

謝の気持でいっぱいです。そして事務局の青木さんの内助の功のおかげ

です。 

次期は、杉浦会長と香田幹事の元気いっぱい若人の船出です。皆さんで、

応援しましょう。よろしくお願い申し上げます。 

結びに 名北ＲＣのますますのご活躍とご繁栄、そして 会員の皆さま

がたのご多幸・ご健勝をお祈り申し上げ退任のご挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 

退任挨拶         幹事 杉浦 定文 

この一年間幹事を務めさせて頂きました杉浦定

文です。加藤会長のご指導の下、自分としては精

一杯務めてきたつもりですが、若輩者ゆえ至らぬ

点が多々あったと思います。まずはこの場をお借

りしましてお詫び申し上げます。思い起こせば昨

年の今頃、この大役が自分に務まるのかどうか不

安いっぱいでのスタートでしたが、皆様のお支え

のおかげにて何とか務め上げることができました。「クラブを良くした

い」という思いだけが先走り、目に見える成果を出せなかったことは反

省しております。しかしながら私自身は役職を通じて他クラブとの交流

等貴重な経験をさせて頂きました。これは一生の宝だと思います。大変

なこともありましたが、この貴重な経験をさせてくださったクラブに感

謝しております。どうもありがとうございました。 

 

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

 

次回の例会（第１７８７回）     ７／１１（水） 
◆クラブフォーラムを行います。 

 

第１７８５回例会記録     ６／２７（水）雨 
◆司   会 岩田  滿治君 

◆斉   唱 RS・日も風も星も 

♦ゲスト紹介 音楽講師 吉川 純子様 

出 席 報 告 

会 員 数  ３6 名  前々回訂正  1783 回例会 

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  １名中 

出席会員数  27 名  MAKE UP  0 名 

出 席 率  75.00％  出席率訂正  100％ 

  

会  長  挨  拶 

 会長 加藤 あつこ 

代読：直前会長 西脇 良一 

 みなさま 本日は 最終例会で

す。本来ならば 加藤会長の挨拶で

すが、国際大会の参加にて 本日不

在です。あいさつ文を預かっており

ますので 代読いたします。 

みなさま こんにちは。本日は、最終例会です。国際大会参加にて 最
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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 



終例会に参加できずにお許しください。 

2017～18 年度の結びの例会です。この 1 年、皆さまには たいへん

お世話になりました。ありがとうございました。心より 感謝申し上げ

ます。 

先週の名古屋名北ロータリークラブ最終夜間例会 及びＩＤＭではあり

がとうございました。感謝・感激の一夜でした。私には 一生忘れるこ

とのない 記念すべきＩＤＭでした。 

さて 本日は石黒さんの会員卓話です。石黒さんのご依頼にて音楽講師

の吉川純子様のピアノコンサートです。「懐かしの映画音楽を紐解く＜パ

ートⅡ＞」のテーマで演奏していただきます。拝聴できずに たいへん 

残念です。みなさま どうぞ ごゆっくり お楽しみください。 

私の近況報告をお伝えいたします。 

私は、23 日にカナダのトロントに向かって出発しました。 

24 日は、ロータリー国際大会です。 ＲＩ会長との朝食会・夜はガバ

ナーとのガバナーナイトなどに参加します。翌日は、トロントのワイナ

リーなど見学しナイアガラの滝の観光。本日、日本の 27 日は、カルガ

リー経由でバンフに向かっているころでしょうか？これから カナディ

アンロッキーとコロンビア大氷原など観光などして、30 日に帰国致し

ます。 

それでは 恒例の今日は何の日です。 

 1872 年：新橋停車場構内に 初の駅食堂ができた。 

 1894 年：ロンドンのタワーブリッジ完成 

 1984 年：日本人の平均寿命、男性 74,20 才。女性 79,78 才で、

はじめて男女そろって世界一になった日です 

 1994 年：村山連立内閣発足 

 2004 年：世界で初めて青いバラの花の開発に、サントリーが成功し

たと発表 

 1859 年：フランスのアクロバットの名人シャルル・ブロンダンがナ

イアガラの滝の上 49 メートルに綱を張り渡ことに成功し

た 

 1905 年：20 世紀最大の物理学者アインシュタイン、相対性理論発

表した 

 1986 年：マラドーナの伝説の 5 人抜きシュート 

 2000 年：雪印乳業食中毒事件 起きる。発症した人 14,348 人に

及びました。 

いよいよ 2017～18 年度 結びの ご挨拶です。 

皆さまへ  

私は ロータリーに入会し、皆さまにお目にかかれて本当に幸せです。 

「おひとり様一回限りの人生」 みなさまと ともに歩めて 幸せです。 

また 「信頼関係の構築は一夜では、成り立たない」という言葉の如く 

これからも 末永く ご指導・ご鞭撻 賜りますよう お願い申し上げ

ます。 

2018～19 年度は 杉浦会長、香田幹事での 出発です。杉浦会長の 

「未来に向かって！」のクラブテーマの目標をめざして、5 年後、10

年後を目指して 名北ロータリークラブが輝かしいクラブになりますこ

と お祈り申し上げます。私に頂いた 温かい友愛・ご支援・ご協力を 

同じように、それ以上にいただけますよう 心よりお願い申し上げます。 

 

幹 事 報 告 

１．本日は本年度最終の例会です。皆さま、１年間ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

卓話 

   「懐かしの映画音楽を紐解くパートⅡ」 

              音楽講師 吉川 純子様    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「懐かしの映画音楽を紐解くパートⅡ」と題して、昔懐かしい名画の

名曲の数々をエピソードを交えながら紹介して頂きました。 

カサブランカ（1942）より「As Time Goes By」 

ヘンリーマンシーニ作曲より 

 「Moon River」（ティファニーで朝食をより）（1961） 

 「シャレード」（1963） 

   ニーノロータ作曲より  

    「ゴッドファーザー」（1972）    

    「太陽がいっぱい」（1960） 

   フランシスレイ作曲より 

    「男と女」（1966） 

    「ある愛の詩」（1970） 

   ミシェルグラン作曲より 

    「シェルブールの雨傘」（1964） 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

石黒 勉君 1年間、出席・ニコボックス、ご協力ありがとうございました。 

杉浦 定文君 1年間、幹事を務めさせて頂き、ありがとうございました。 

梅村 美知容さん 今日は吉川さんのピアノ楽しみにしています。 

【本日は本年度最終例会です。皆様、１年間有難うございました。】 

 

 

西脇 良一君 

梅村  篤君 

平子 明資君 

玉置 正樹君 

香田 研二君 

 

 

梶川 久雄君 

横井  登君 

伊藤 晋一君 

阿部 美男君 

木村 雅一君 

 

尾関 正一君 

遠藤 友彦君 

柴山  利彌君 

小關 敏光君 

近藤  朗君 

 

岩田  滿治君 

星川 直志君 

塚本  隆君 

入江由希子さん 

吉村知紗さん 

 


