
                           

本日の例会（第１８１９回）   ３／１３（水） 
◆創立記念夜間例会及び I.D.M. 

時間：（受付：17:００～） 

例会・音楽奨学金授与式・I.D.M. １７:３０～ 

会場：名古屋東急ホテル ４階「舞の間」 

 

次回の例会（第１８２０回）   ３／２０（水） 
◆ゆったり例会を行います。 

 

第１８１８回例会記録    ３／７（木）晴 
◆司   会 鳥原 久資君（名古屋葵 RC） 

◆斉   唱 RS・奉仕の理想 

◆来訪者紹介 名古屋 RC 横井 寿男 他１９名 

 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  181６例会 

欠席会員数  ８名  欠 席 会 員  ２名中 

出席会員数  ２７名  MAKE UP  １名 

出 席 率  77.14％  出席率訂正  96.77％ 

 
201８～201９年度  

6RC(北・守山・錦・葵・アイリス・名北)合同例会 

ホスト：名古屋葵 RC   

会場：名古屋東急ホテル 

会  長  挨  拶 

会長 杉浦 定文 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋名北ロータリークラブの杉浦定文です。こうして

北ロータリークラブを源流とする兄弟クラブの皆様に

毎年お会いできるのはこの上ない楽しみと思っており

ます。また親クラブの名古屋北ロータリークラブの皆様

にはいつも温かい目で見守って下さり感謝しておりま

す。平成も後 2 か月足らず、新しい元号になる変化の年

にクラブ運営に携わることができてとても光栄だと思

っております。今年度の行事もある程度消化し、年度も

終盤に差し掛かかってまいりました。我がクラブとして

も先月は優良警察官、優良消防署員の表彰をさせて頂き

ました。また来週には 2 年前からスタートした音楽奨学

生の支援及び表彰も行います。これは 5 年間限定ではあ

りますが愛知県芸大学の優秀な学生さんに奨学金を授

与すると言うものです。毎年先方にはとても喜ばれてお

りますので、今後出来得る限り続けていきたいと思って

おります。4 月には春の家族会なども控えておりますの

で終盤に緩みの無いように最後まで気を引き締めて頑

張っていきたいと思います。再来年には創立 40 年を迎

える我が名北ロータリーにとっても今年は古い殻を脱

ぎ捨て新しく脱皮する年度だと思い、この 8 カ月取り組

んでまいりました。伝統は大事ではございますが、それ

にとらわれ過ぎずに時代に即したクラブに変革させて

いきたいと思っております。今年度は 10 年後の姿を見

据えて改革に取り組んでまいりました。まだ改革は道半

ばではございますが、皆さんの協力を得て順調に進み、

年度末にはある程度良い結果を出せる予定です。それを

良い具合に次期の会長にバトンタッチできればと考え

ております。また会員増強は昨年並みの予定ではござい

ますが一歩一歩着実に進んでおります。会員が心地良く

過ごせるクラブも大事ですが、外から見て「ここに入り

たい！」と思えるようなクラブを目指して今後とも頑張

っていきたいと考えております。ここにいらっしゃる皆

さんはロータリーの中でも一番近い方々です。皆様と共

に発展できるよう祈念しまして私の挨拶と代えさせて

頂きます。本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

2018-19 年度 R.I.テーマ 

2018-19 年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

未来に向かって 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t

２０１８～２０１９年度 Ｎｏ．３３ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 560 号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：杉浦 定文 幹 事：香田 研二 会報委員長：入江 由希子 題 字：遠藤 友彦 



幹 事 報 告 

１．本日は６ＲＣ合同夜間例会及び懇親会です。ホストクラブ

の名古屋葵ＲＣ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．来る４月１４日（日）に開催されます 2019-20 年度地区

研修・協議会のご案内をさせて頂きます。尚、出席義務者の方

にはご案内を同封致しましたので、３月１３日（水）までにご

回答をお願い致します。その他の方で参加ご希望の方は、事務

局までお申し出下さい。 

日 時 ２０１９年４月１４日（日） 

受 付 １１：３０～１２：５０  

会議 １３：００～１７：００ 

場 所 ホテルナゴヤキャッスル 

３．また３月１３日（水）は、昼間例会を変更して、創立記念

夜間例会及び I.D.M.となっております。名古屋東急ホテル ４

階「舞の間」にて午後５時より受付、午後５時３０分より開催

されます。よろしくお願いいたします。 

          

各クラブ会長挨拶 

名古屋北ロータリークラブ 

副会長 水野 紹様 

皆さんこんばんは。ご紹介頂きました名古屋北 RC の水

野です。2 月 27 日の名古屋守山 RC 様設営の東名古屋

分区インターシティーミーティングに続いて、今夜は年

に一度の 6RC 合同例会となります。まずは今回ホスト

を務めて頂きました名古屋葵 RC 堀口会長以下会員の皆

様には心から感謝申し上げます。 

さて、名古屋北 RC は今年 5 月に創立 60 周年を迎えま

す。今年度は「承前啓後・ロータリー未来へ繋ぐ」とい

うクラブテーマのもと、クラブの伝統である奉仕と親睦

を軸に進めております。予定した数々の事業はあらかた

済みましたが、来月には東日本大震災で被害に遭われ親

を亡くされた子息への支援をするロータリー希望の風奨

学金への支援を目的としたチャリテイゴルフ大会を今年

も中京ゴルフ倶楽部にて開催致します。更に 5 月には、

創立 60 周年を迎えますが 60 年なので慎ましく名古屋

東区役所への寄付事業等含めて身内で執り行います。現

在の会員数は107名で目標とする110名までまだ届い

ておりませんが、残り 4 ヶ月でなんとか達成できるよう

に頑張りたいと思います。また次年度は、当クラブから

岡部ガバナーエレクトを輩出致しますので、会員一丸で

サポートを致します事をお知らせしてご挨拶とさせて頂

きます。 

 

名古屋守山ロータリークラブ 

会長 西脇 司様 

皆さん、こんばんは。 

名古屋守山ロータリークラブ会長の西脇司です。 

 

さて、振り返れば、今年に入ってからは、名古屋守山ロー

タリークラブの会員にとっては、３つの事業が立て続けに

あり、その準備に“超忙しい”日々を過ごしました。 

まず、ロータリークラブには直接関係ありませんが、国府

宮はだか祭の 大鏡餅の奉納が、３７年ぶりに守山区が担

当となりました。奉賛会の役員としてクラブのメンバーの

多くが活躍し、２月１１日に餅つき、１６日に奉納を済ま

せ、守山区民の一体感の醸成に一助を果たしました。 

次に、２月２７日、当クラブがホストとして、東名古屋分

区インター  シティーミーティングを「奉仕の心」をテ

ーマに開催致しました。分区内の各クラブより「全員登録」

という固い友情を頂き、感謝に堪えません。 

成功裏に終え、クラブのメンバー全員が感動の中、「手に手

つないで」を歌うことができました。 

さらには、３月３日に、２７６０地区と、名古屋市内２５

RC 社会奉仕委員会の補助金を頂き行われた、「桜の回廊プ

ロジェクト」で、東山植物園での“植樹”と“式典”の担

当を務めました。降水確率１００％の中、当クラブの日頃

の“善行”が功を奏し、ほとんど雨に降られることなく、

プロジェクトを終えることができました。お蔭様で、これ

らの事業を通じて、クラブの団結がより強固になり、メン

バー間の信頼を高めることができました。 

しかし、あまりのハードスケジュールに、現在クラブは、「燃

え尽き症候群」に陥っています。 

是が非とも、今日の「６ＲＣ合同例会」をリセットのキッ

カケとし、残された、今年度の５か月間を、更なる「会員

増強」と、４月１７日の「台北北薪扶輪社との合同例会」、

５月の「５５周年記念事業」に爆進していく所存です。 

最後になりましたが、今日の合同例会を設営頂きました、

名古屋葵ロータリークラブの、堀口会長をはじめ、皆様に、

心より感謝申し上げ、ご挨拶と  致します。 

 

名古屋錦ロータリークラブ 

会長 藤岡 省吾様 

本日は、第２７６０地区の名古屋北ロータリークラブを

中心とする６ロータリークラブ（北、守山、名北、葵、

アイリス、錦）の合同夜間例会であり、ホストの名古屋

葵ロータリー様には大変お世話になります。今宵ここ東

急ホテル・ルネッサンスの間で 5 ロータリークラブの皆

様とご一緒させていただき、交流させていただけるのを

楽しみにしております。どうぞよろしくお願い致します。 

また、クラブ創設にあたりお世話いただき、それ以降も

ご指導ご鞭撻頂いている名古屋北ロータリー様、そして

名古屋名北ロータリー様、この場をお借りして日頃のお

世話に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。 

第２７６０地区の村井總一郎ガバナーの方針の一つであ

る分区内交流も大変共感するところではありますが、ク

ラブ創立以来の交流の歴史の重み、親子兄弟、家族のよ

うな交流の心温まるお付き合いには何物にも代えがたい 



 

ものがあると感じています。今日も短い時間ではありま

すが、ぜひ親しくご好誼頂けますようお願い申し上げ、

名古屋錦ロータリークラブの会長挨拶とさせていただき

ます。本日もどうぞよろしくお願い致します。  

 

名古屋アイリスロータリークラブ 

会長 竹内 祐子様 

皆様、こんばんは、名古屋アイリス今季会長の竹内祐子で

ございます。本日は 6 ロータリークラブ合同例会に参加さ

せて頂きましてありがとうございます。また、先輩クラブ

様には、日ごろから温かいご指導頂き、北ロータリークラ

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

ます。そして、ホストクラブの葵ロータリークラブ様、会

長をはじめ皆様方には、いろいろご準備頂き、本日お世話

になります事お礼申し上げます。少しずつですがアイリス

もクラブらしく成長させて頂いております。 

アイリス６年目、今期残すところ４か月を切りました。 

クラブ方針「魅力あるアイリスに、健全健やかに成長する

アイリス」を掲げ、前会長の「何事も共に」の精神を引き

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。 

ＩＭでの先輩クラブ様のご活躍をお聞きし、まだ足元にも

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

ております。 

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

に思いを膨らませております。 

唯一、毎年行ってきました社会奉仕活動「名大小児ガン病

棟」への支援では、今年「病院にプラネタリウムがやって

来る」をテーマに患者様・病院関係者の皆さまにプラネタ

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

りにも大変喜んで頂きました。 

「大変感動しました。」とのお手紙も多数頂いております。

引き続き支援を続けていきたいと思っております。 

今後も、先輩クラブ様を目標に、仲間創りと出会いに感謝

し、「このクラブにあえてよかった」と思って頂けるように

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

っております。 

また、次回 6ＲＣ合同例会は、アイリスがホストと聞いてお

ります。 

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

ますようお願い申し上げ、ご挨拶に代えさせて頂きす。 

 

名古屋葵ロータリークラブ 

会長 堀口 久様 

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

タリークラブの合同例会です。今回、私ども葵ＲＣがホス

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 

 

 

います。先週は、守山ＲＣ様にホストをいただいてＩＭが

開催されましたが、奉仕の力がみなぎった、盛大で斬新な

催しであり、大いに感動いたしました。歴史ある、力のあ

るクラブがホストをされた会合は、本当に凄いものだと感

じました。我々は会員数が２０名を切る小さなクラブであ

り、また、６ＲＣのような規模の会合のホストは何分不慣

れでもありまして、至らぬ点が多々あると思いますが、ロ

ータリーの友情を持ってお許しいただければ幸いです。お

料理、お酒、ご講演等を用意しておりますので、時間の許

す限り、大いに歓談し、親睦の輪を広げ、お楽しみいただ

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

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

次回ホストクラブ挨拶 

名古屋アイリスロータリークラブ 

会長エレクト 岩崎 幸弘様 

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

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

たします。また、本日は名古屋葵ロータリークラブ堀口久

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

げます。 

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

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

なっております。 

現在、会員数３６名の私どもアイリスではありますが、 

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

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

ではありますが、まだまだ荷が重うございます。 

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

恵を結集し、「いい合同例会だった。」といわれるよう例会

を作りだしたいと思っておりす。 

開催日は、２０２０年３月 水曜日、会場は、ＡＮＡクラ

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

ります。本日の例会を参考にさせて頂き、またじっくりと

考えて準備をしてまいります。 

次年度国際ロータリー マーク・ダニエル・マロ―ニ―会

長のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」ですが、多く

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

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

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

お待ち申しげておりますので、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

 

 

講演会： 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

【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。】 

 

 

 

杉浦 定文君 足立陽一郎君 柴山  利彌君 玉置 正樹君 

伊藤 晋一君 尾関 正一君 岩田  滿治君 梅村美知容さん 

尾關實津成君 加藤 昌之君 梅村  篤君 加藤あつこさん 

梶川 久雄君 西脇 良一君 香田 研二君 祖父江佳乃さん 

西脇 多吉君 

吉村知紗さん 

 

渡邉  泰彬君 

塚本  隆君 

 

阿部 美男君 

 

 

入江由希子さん 

 


