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料理、お酒、ご講演等を用意しておりますので、時間の許

せて頂きましてありがとうございます。また、先輩クラブ

す限り、大いに歓談し、親睦の輪を広げ、お楽しみいただ

様には、日ごろから温かいご指導頂き、北ロータリークラ

きたいと思います。本日は皆様には色々とお世話になりま

ブ様には日ごろから大変お世話になり心から感謝申し上げ

す。どうぞよろしくお願いいたします。

ます。そして、ホストクラブの葵ロータリークラブ様、会
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アイリス６年目、今期残すところ４か月を切りました。

次年度、名古屋アイリスロータリークラブ会長を務めさせ

クラブ方針「魅力あるアイリスに、健全健やかに成長する

て頂きます岩崎幸弘と申します。どうぞよろしくお願いい

アイリス」を掲げ、前会長の「何事も共に」の精神を引き

たします。また、本日は名古屋葵ロータリークラブ堀口久

継ぎ歴代会長・幹事の思いを引き継ぎ進んでまいりました。

会長はじめ皆さま方に大変お世話になり、深く感謝申し上

ＩＭでの先輩クラブ様のご活躍をお聞きし、まだ足元にも

げます。

及びませんが、少しでも一つでも近づいていきたいと思っ

次年度の６ロータリークラブ合同例会のホストを、私ども

ております。

名古屋アイリスロータリークラブが務めさせて頂くことと

これからのアイリスの成長そしてアイリスならではの未来

なっております。

に思いを膨らませております。

現在、会員数３６名の私どもアイリスではありますが、

唯一、毎年行ってきました社会奉仕活動「名大小児ガン病

６ロータリークラブ合同例会という大規模かつ重要な会合

棟」への支援では、今年「病院にプラネタリウムがやって

のホストを務めさせていだくことは、たいへん名誉なこと

来る」をテーマに患者様・病院関係者の皆さまにプラネタ

ではありますが、まだまだ荷が重うございます。

リウムを楽しんでもらい、また宇宙や星の壮大な物語の語

しかしながら、アイリスのメンバーひとりひとりの力と知

りにも大変喜んで頂きました。

恵を結集し、「いい合同例会だった。
」といわれるよう例会

「大変感動しました。」とのお手紙も多数頂いております。

を作りだしたいと思っておりす。

引き続き支援を続けていきたいと思っております。
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今後も、先輩クラブ様を目標に、仲間創りと出会いに感謝

ウンプラザ・ホテルグランコート名古屋を予定いたしてお

し、
「このクラブにあえてよかった」と思って頂けるように

ります。本日の例会を参考にさせて頂き、またじっくりと

成長し続けることを僭越ながらお約束させて頂きたいと思

考えて準備をしてまいります。

っております。
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また、次回 6ＲＣ合同例会は、アイリスがホストと聞いてお

長のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」ですが、多く

ります。

のみなさまがつながっていく、そして親睦を深める合同例

本日もいろいろ勉強させて頂き、今後も末永くご指導頂け

会及び懇親会にすることができればと考えております。多

ますようお願い申し上げ、ご挨拶に代えさせて頂きす。

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

水曜日、会場は、ＡＮＡクラ
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皆さんこんばんは。名古屋葵ＲＣ会長の堀口久と申します。
本日は名古屋北、守山、名北、錦、アイリス、葵の６ロー

講演会：

タリークラブの合同例会です。今回、私ども葵ＲＣがホス

講師 株式会社サガミチェーン 代表取締役社長 鎌田敏行様

トを務めさせていただきます。皆様には、お忙しい中、遠
いところよりおいでいただきまして、誠にありがとうござ
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【本日は６RC 合同例会です。楽しみにまいりました。よろ
しくお願いします。
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