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未来に向かって

本日の例会（第１７９７回）
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◆ゆったり例会を行います。

村井ガバナー、佐々木地区幹事をお迎えして例会前に
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名 「ロータリー米山記念奨学事業について」

第１７９６回例会記録

９／１９（水）晴

◆司

会 例会委員会 生田瀬 津子さん（アイリス RC）

◆斉

唱 国歌・君が代／RS・それでこそロータリー

本日は村井ガバナーの公式訪問です。また本日は我が名北
にとっては初のアイリスロータリークラブさんとの合同例

◆ゲスト紹介
国際ロータリー第 2760 地区 ガバナー

村井
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国際ロータリー第 2760 地区 地区幹事
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利政様

会でございます。竹内会長、片桐幹事を始めとするアイリ
スロータリークラブの皆様には今回ホストを引き受けて頂
き感謝しております。
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アイリスさんも我が名北ロータリークラブと同じように名
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古屋北ロータリークラブを親とする言わば兄弟クラブでご
ざいます。しかしながら例会日がお互い水曜日の同じ時間
帯ということで今まで訪問することが叶いませんでした。
しかしながら今年のガバナー公式訪問は「親」とか「子」
とかクラブの距離感の垣根を取り払い、一緒にして頂いた

２ＲＣ合同（アイリス・名北）
村井ガバナー公式訪問
ホスト：名古屋アイリス RC
会場：ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋

ので初めて訪問させて頂くことができました。本日は後程
アイリスロータリークラブの皆さんといろいろなお話をさ
せて頂くのを楽しみにしております。
またアイリスさんと言えば、若い方と女性の会員が多くて、
とても活気のあるクラブということを聞き及んでおります。
会員増強にも力を入れられ、実際に結果を出されていると
のこともお聞きしました。今回はそのアイリスさんの元気
を少しお裾分けして頂きたい、と思います。
我がクラブでは 9 月に入り、先々週のガバナー補佐訪問、
先週の錦ロータリークラブとの合同例会、そして本日のガ

バナー公式訪問と楽しくも、会長幹事にとっては胃が痛く

村井ガバナー・佐々木地区幹事・名北 RC の皆様、お忙し

なる様な例会が続き、今日がその総仕上げとなりました。

い中お越しいただきありがとうございました。会員一同心

しかしこれで終わりではなく、来月より奉仕事業の予定が

より感謝申し上げます。

目白押しになっております。優良警察官、消防署員の表彰、

ホストという大役も不慣れなこともあり、至らぬ点も多々

図書館への図書の贈呈、職場見学会、そして創立記念例会

あると思いますが心を込めておもてなしをと思っておりま

での音楽奨学生への奨学金の贈与などなどです。会員にと

す。

っては少々大変かも知れませんが、クラブとしても踏ん張

アイリスもやっと６年目に入ります。事務局を持たず女性

りどころではないかと思っております。

の多いクラブですが少しずつ形ができてまいりました。

今年度の我が名北ロータリークラブのクラブテーマは「未

名北 RC 様の兄弟クラブとして先輩の背中を目標に自立成

来に向かって」とさせて頂きました。その意味合いはいろ

長していきたいと思っております。まだまだ課題も多く自

いろなロータリーで力を合わせて子孫にとって住みよい未

問自答・試行錯誤の毎日です。

来を作ることができれば、という漠然とした思いも含めま

今期アイリスのテーマは「魅力あるアイリス」に「健全健

した。そしてもう一つは自分たちのクラブの未来について

やかに成長するアイリス」とさせて頂きました。

であります。クラブの知恵袋である先輩たちは多くいらっ

先輩方の功績と足跡を勉強し、前会長のテーマ「共に」の

しゃいますが、その意思を受け継いでいく若い新入会員が

精神を引き継ぎ「魅力創り」に向かっていきたいと思って

なかなか思うように集まらず、もう少し多く入会してくれ

います。

たら、ともいつも思っております。具体的に言えば会員増
強を今までそれほど力を入れてこなかったことへの反省の
意味も入っております。10 年後のことを考えると今はクラ
ブの足腰を鍛える時期なのかなとも思っております。クラ
ブとして足腰が強くないと奉仕活動も十分に行なうことが
できません。やはりマンパワーの強いクラブにならねば、
という思いからでございます。

毎週例会に参加したい。アイリスのメンバーに会うのが待
ちどうしい。楽しいことを笑顔づくりを、まずは出席率を
上げることです。
そして、クラブの「気」を上げられればと思っています。
一人一人が主役となりアイリスらしさを持ち、何事も積極
的に参加し、アイリスならではのクラブに。そして貴方に
会えてよかったと出会いに感謝し、仲間づくりをそして仲

本日は村井ガバナーの卓話をとても楽しみにまいりました。
今後のクラブ運営の参考にさせて頂きたいと思っておりま
す。またこのような盛大な合同例会を企画して下さったア
イリスロータリークラブの皆さんには重ね重ねお礼を申し

間を増やしていきたいと。
5 年後 10 年後 20 年後とクラブが成長し続けることを願っ
ております。
社会奉仕では、小児がんの子供たちへの支援を先輩方から

上げたいと思います。

引き継ぎ継続してまいります。今年は、12/3.4 日に名大小

今日はどうもありがとうございました。

児科病棟でプラネタリウムとクリスマス会を行います。

名古屋アイリスロータリークラブ
竹内

会長
祐子様

今日は、ガバナーの卓話もございます、この出会いに感謝
し実り多い例会になりますよう楽しく語り合える時間を皆
様お楽しみください。
これをもちましてご挨拶とさせて頂きます。
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１．本日は名古屋錦ＲＣ様との合同夜間例会及び懇親会で
す。ごゆっくりお寛ぎ下さい。ホストクラブの名古屋錦Ｒ
皆様こんにちは。
本日は村井ガバナー公式訪問・名古屋名北 RC 名古屋アイ
リス RC 合同例会です。
ホストを務めさせていただきます名古屋アイリス会長竹内
と申します。

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．次回例会（9/19 水）は、２ＲＣ（アイリス・名北）合
同村井ガバナー公式訪問となっております。午後１時より
ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋にて行い

例会の運営を工夫しよう。

ます。

他クラブの例会運営も体験しましょう。
他国の花を愛で、自国の花の良さを知る、これ観光。
（中国・易経）

ガバナー卓話
国際ロータリー第 2760 地区 ガバナー 村井

總一郎様

奉仕の理想を学ぶ機会として、他クラブの例会に出席しま
しょう
まず身近なところで奉仕とは何かを学び、身近なところ（街）
でロータリーの実践活動を行いましょう。それぞれの会員
やクラブの交流が、刺激となり、鼓舞し合い、前進する活
力になりましょう。
◎個性あるクラブの集合体
地域密着・朝から元気・国際奉仕・伝統的正統派・多忙な

2018-19 年度ＲＩ会長テーマ

若者も参加・IT を活用・全員参加

BE THE INSPIRATION

◎個性ある会員の集合体

インスピレーションになろう

バリー・ラシンＲＩ会長のメッセージ

親睦命・リーダーシップ・研究熱心・出席１００％・陽だ

一番大切なのは、前向きな変化を生み出し、私たちが今日

まり・人脈なら・奉仕命

直面する課題に勇気と希望、そして創造性をもって正面か

◎工夫した例会について

ら立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、そして組織全体

笑いはあるが私語の無い楽しい例会をしましょう

から引き出すための「インスピレーション」となる必要が

入会式は心に残るセレモニーにしましょう

あるのです。

会員のショートスピーチで和やかにしましょう

バリー・ラシンＲＩ会長のテーマ講演より

たまにはロータリーソングの 2 番・3 番の歌詞も歌ってみ

変化をもたらすインパクトのある活動を通じて、ロータリ

て下さい。

ーが地域社会の「インスピレーション」となることを願っ

◎ポリオ撲滅について

ています。

ポリオ例会をしましょう

ロータリーでは、何かがインスピレーションとなるか、つ

WFF に参加し、ポリオ撲滅に協力下さい

まり何が刺激となり、前進の活力となるかは、人によって

◎会員増強について

違います。

女性会員や若い会員を増やしましょう

BE THE INSPIRATION

魅力あるロータリー活動をしましょう

Inspiration は Inspire の名詞形。
Inspire は鼓舞する・刺激する・激励する・発奮させる
→前進する活力となる。

ガバナー月信を読みましょう
地区の HP にクラブの奉仕活動を１つ以上載せましょう

THE INSPIRATION はインスピレーションする人（こと）
Be the Rotarian, who (動詞 ) the inspiration.
（インスピレーション）を（

する）人になろう

My ROTARY の登録率を上げましょう
ロータリー賞に挑戦しましょう
国際大会（ハンブルク）に行きましょう
WFF・地区大会に参加しましょう

2018-19 年度ＲＩ第 2760 地区

地区活動方針

「あなたの街でロータリーを！あなたの街からロータリーを！」

BE THE INSPIRATION

～ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう～

今日から、今からインスピレーションになりましょう

奉仕の理想とは「思いやりの心」
「共生」
あなたの幸せが私の幸せ。あなたの喜びが私の喜び。
奉仕の理想を学ぶのは例会場である。
多くの会員と知り合いになろう。
本来の親睦は知り合いづくりである。
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本日はアイリスさんとの合同例会ありが

とうございます。
【本日は村井ガバナー公式訪問です。とても楽しみにしており
ました。また本日ホストを務めてくださったアイリスロータリ
ークラブの皆様、ありがとうございます。
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