
                           

謹 賀 新 年 平成３1 年元旦 

新年のご挨拶     

会長  杉浦 定文 
平成３１年、謹んで新春のお慶びを申し

上げます。皆様にはお健やかに新春をお

迎えのことと存じます。旧年中は温かい

ご指導をありがとうございました。今年

は今まで以上に一層努力しご期待に添

えるよう精進いたします。ロータリー活動の上半期は皆様のご

協力を頂きまして何とかつつがなく終えることができました。

これもひとえに皆様のご尽力の賜物だと感謝しております。今

年度私は会員増強を一番の重点項目としてきましたが、上半期

は全く期待に沿えず申し訳ありませんでした。しかし１月には

新入会員をお迎えする予定となっております。新たな仲間が増

えるのはこの上ない喜びであります。この下半期にはもっと多

くの新入会員に入会して頂きたいと切に思っております。また

下半期には６ロータリー合同例会、創立記念例会、優良警察官

の表彰、優良消防署員の表彰、春の家族会、国際大会など多く

の行事も控えております。これらも皆様のご協力を賜りまして

成功に導いていきたいと思っております。至らない点や知識の

足りない面もあるかと思いますが、引き続きご指導ご鞭撻のほ

どよろしくお願いいたします。寒い日が続きますがご自愛くだ

さい。皆様に幸多き年になりますよう祈念いたまして挨拶とさ

せて頂きます。 

 

本日の例会（第１８１０回）    １／９（水） 
◆賀詞交換会を行います。 

 

次回の例会（第１８１１回）   １／１６（水） 
《職業奉仕月間卓話》 

◆スピーカー 職業奉仕委員会 委員長 祖父江 佳乃 

 

第１８０９回例会記録  １２／１９（水）晴 
◆司   会 梅田 渉君 

◆斉   唱 RS・それでこそロータリー 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  1807 例会 

欠席会員数  3 名  欠 席 会 員  4 名中 

出席会員数  32 名  MAKE UP  1 名 

出 席 率  91.43％  出席率訂正  90.91％ 
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本日は平成３０年最後の例会です。近年稀にみる出席率の

高さで、席が不足するという異例の事態になりました。実

質２名の欠席のみです。いつもこのような状態であれば嬉

しいと思いました。 

また今年も残すところあと２週間足らずとなりました。「年

の瀬」という言葉がありますが、どういういきさつででき

た言葉かご存知でしょうか。「瀬」というのは「川の瀬」と

同じ乗り切るのが大変な場所を意味します。さかのぼるこ

と江戸時代初期、庶民は買い物をするときにはつけが一般

的でした。その場で現金払いではなく大晦日にまとめてつ

けを払うことになっていました。つけを払うことのできな

い人も多く、あの手この手を使って逃げようとします。そ

こで逃げ切れば次のお盆までは借金取りは来なかったよう

です。しかし借金取りの方はそうはさせじと借金を取り立

てます。その攻防があったから、大晦日というのは一般庶

民にとっては乗り切るのが大変だったようです。今の年末

とはかなり違うようですね。 

私は今期のクラブテーマを「未来に向かって」とさせて頂

きました。この思いとは 10 年後でも我が名北ロータリー

クラブが少なくとも今以上に繁栄していることを願っての

ことです。それでは繁栄とは何か？ですが私の思い描いて

いる繁栄とは多くの会員がいて活気があり、クラブ一丸と
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なって社会奉仕活動を行い、クラブ内においては仲良く親

睦活動を行える、そんなクラブ像です。そしてここからが

大事なのですが、勧誘しなくても、会員増強を頑張らなく

てもだれかかれかが「入れて欲しい！」と門をたたいてく

れるような外部の人から見ても品格があり魅力的で入会し

たくなる様なクラブにすることです。私たちの周りでは北

ロータリーがそれに近いと思いますし、先月 60 周年を迎

えた東ロータリーもそれに近いと思います。名古屋ロータ

リーに至っては言うまでもありません。私が入会させて頂

いた約 12 年前はちょうど梶川会長、岩田幹事の年度でし

た。その当時は会員も 50 人を超えておりとても活気があ

るクラブでした。その私が入会する前には最大 80 数人の

会員数までなったことがあるそうです。クラブの運営とい

うのは良い方に歯車が動くと良いのですが、そうでないと

逆方向に向かっていってしまいます。幸い我が名北は若い

会員がとてもやる気になってくれて増強に頑張ってくれて

います。しかしながらそれだけではなかなか難しいのが現

状です。実際入会するにあたっては会費、例会場所、クラ

ブを構成している会員などなど諸々の条件が関係してきま

す。例会数は 2760 地区トップ、年会費もトップクラス、

そして例会場は場所だけが取り柄のビジネスホテル、これ

でよいのでしょうか？ある事柄をタブー視せず、やれるこ

とはやる、という心意気で頑張らないと先はないと思いま

す。新入会員にもホームクラブだけでなく、他クラブの現

状を知り積極的にロータリーに関わってもらうのが大事だ

と思います。 

益々の名北ロータリーの発展を祈念いたしまして平成３０

年最後の挨拶とさせて頂きます。 

 

幹 事 報 告 

１．下半期の会費の払い込みは、１２月３１日までとなってお

ります。よろしくお願い致します。 

２．直前ガバナー事務所より、神野ガバナー年度月信最終号の

修正について、修正箇所のシール、ページのご送付がございま

した。本日配布させていただきましたのでよろしくお願い致し

ます。 

３．１２月２６日（水）及び１月２日（水）は定款第６条第１

節Ｃ項により休会となります。従いまして、次回例会は１月９

日（水）です。 

４．事務局の年末年始の休日は１２月２８日(金)～１月６日（日）

までとなります。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

地区委員報告 

国際ロータリー第 2760 地区研修委員会  

委員 西脇 良一 

 

 

 

 

 

 

 

2760 地区の会長エレクトの研修が主な仕事となっておりま

して、魅力的例会. 出席率.戦略計画.職業奉仕.米山記念奨学会.

奉仕活動.補助金制度青少年奉仕、ロータリ－団体の内容と目的.

職業奉仕、財団の必要性と仕組み、会員増強、奉仕プロジェク

トの創造、公共イメージと広報活動、親睦と奉仕、会長方針、

会長と幹事、などのテーマがあり、これを 20 名位の会長エレ

クトにそれぞれ意見を述べていただき、相互に参考として役立

ててもらうといった内容となっております。1 月から新会員研

修が予定されておりますので、色々と勉強して行きたいと思い

ます。 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

梅村 美知容さん 

本日、カラオケ同好会楽しみです。 

【平成 30 年最後の例会です。本日は西脇良一さんから地区の

報告をしていただきます。よろしくお願いいたします。】 

杉浦 定文君 平子 明資君 横井  登君 入江由希子さん 

梶川 久雄君 足立陽一郎君 梅田  渉君 遠藤 友彦君 

梅村  篤君 西脇 良一君 尾關實津成君 北村紀子さん 

西脇 多吉君 

岩田  滿治君 

玉置 正樹君 

渡邉  泰彬君 

小關 敏光君 

塚本  隆君

香田 研二君 

伊藤 晋一君 

阿部 美男君 

木村 雅一君 

柴山  利彌君

尾関 正一君 

石黒  勉君 

加藤 昌之君 

星川 直志君 

加藤あつこさん 

近藤  朗君 

吉村知紗さん 

 

 


