
                           

本日の例会（第１８２２回）    ４／３（水） 
《母子の健康月間卓話》 

◆スピーカー 会員 遠藤 友彦君 

◆題   名「鬼子母神と父母恩重經」 

次回の例会（第１８２３回）   ４／１０（水） 
◆クラブフォーラムを行います。 

・北区子ども会育成連絡協議会へ名古屋名北ロータリークラブ

賞贈呈式 

第１８２１回例会記録   ３／２７（水）晴 
◆司   会 尾関 正一君 

◆斉   唱 RS・日も風も星も 

出 席 報 告 

会 員 数  ３７名  前々回訂正  181９例会 

欠席会員数  ８名  欠 席 会 員  1 名中 

出席会員数  ２９名  MAKE UP  0 名 

出 席 率  78.38％  出席率訂正  96.67％ 

会  長  挨  拶 

              

会長 杉浦 定文 

皆様こんにちは。

先週はお休みを頂

きましてどうも申

し訳ありませんで

した。４泊６日の強行軍でニューヨーク大学の学会に参加

してきました。事前に調べてはいたのですが、予想以上に

寒くて気温はマイナス 5℃、最高気温でも 0℃を上回らな

いという寒さでした。私の予想を上回る寒さで春の装いで

行ってしまったので見事に治りかけた風邪がぶり返してし

まいました。季節の変わり目です。皆様も健康管理には十

分気を付けてください。 

本日もとても嬉しいことがあります。尾關實津成君のご紹

介で本日入会式を執り行います西村務君のご入会です。先

日お会いした時も穏やかなでとてもお人柄もよさそうな方

なので今後一緒にロータリー活動をしていくのを楽しみに

しております。入会してすぐはやはり分からないことが多

いと思いますので、諸先輩方には率先してお気遣いのほど

お願いしたいと思います。 

さてあと 5 日後の 4 月 1 日には 5 月 1 日の改元の前に予

め新しい年号を発表される予定となります。どんな元号と

なるかは当日になるまで知る由もありませんが、今月 14

日に菅官房長官が複数の案を有識者会議に送付したとのこ

とらしいです。そして 4 月 1 日に決定、発表とのことです。

どんな元号になるかとても楽しみです。日本最初の元号と

いうのは大化の改新で有名な「大化」から始まり次の元号

で 248 番目となります。1400 年で 248 個の元号ですか

ら平均では一つの元号につき 5~6 年と意外と短いと思いま

した。元号選定においては発表まで絶対極秘というのが条

件なようです。しかし昭和から平成の改元の時には当時の

小渕官房長官の発表 1 時間前に毎日新聞にすっぱ抜かれる

という事件が起こりました。現場の記者はすぐに「平成」

という新元号を本社に送りましたが、編集部長及び上層部

が偽の情報ではないかと疑い、結局このスクープは日の目

を見ることはありませんでした。というのも大正から昭和

の改元の時に毎日新聞は「次の元号は光文（こうぶん）」と

大誤報を出し、社長が辞任するという事態になったトラウ

マがあったからだと言われています。しかし実はこれは本

当は元号は「光文（こうぶん）」で決まっており、これで発

表するところを毎日新聞がすっぱ抜いたため、急遽 2 番手

であった「昭和」に変えたという説もあります。元号の秘

密保持と言うものはこれほど大事なことのようです。4 月 1

日に何かドラマは起こるのか今からとても楽しみにしてお 

ります。 

幹 事 報 告 

１．３月１２日から１８日は世界ローターアクト週間でした。

本日は、国際ロータリー第２７６０地区ローターアクト委

員会 委員長 村田誠一様をお招きしております。後程、

週間にちなみまして卓話をして頂きますので、よろしくお
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願い致します。 

２．また本日より、西村 努（にしむら つとむ）君が入会さ

れます。所属委員会は、親睦活動委員会です。従いまして、

会員数は３７名になりました。後程、入会式を執り行いま

すのでよろしくお願い致します。 

３．来る４月１０日（水）の新旧理事役員委員長引き継ぎ会議

のご案内を同封致しました。回答及び申し送り事項の締め

切りは今月末までとなっておりますので、よろしくお願い

致します。 

－ 西村
にしむら

 努
つとむ

君が入会 － 

入会式は、杉浦会長（ロータリー情報副委員長）が「ロータリ

ーの目的」を朗読した後、西村新会員が「四つのテスト」を朗

読し、ロータリアンとしてそれらの遵守を誓約。ついで杉浦会

長より「ロータリーの目的」、「四つのテスト」、バナーの贈呈

並びにエンブレムの贈呈。推薦者 尾關 實津成君からの紹介

と西村君より入会挨拶が行われ、歓迎の拍手で入会式は終了致

しました。 

 

入会した西村君（向かって左より 2 番目） 

 

西村君のプロフィール  

西村 努（にしむら つとむ）君（推薦者・尾關 實津成君） 

事業所：オフィス 西村 

        名古屋市中村区名駅 5-20-6-４F 

地  位：代表 

職業分類：保険業 

 

卓話 

「地区ローターアクトの活動について」          

国際ロータリー第２７６０地区ローターアクト委員会 

委員長 村田 誠一様 
ローターアクトと

は、１８歳から３

０歳までの青年男

女が奉仕活動をし

ながら交流を深め、

専門知識や指導者

能力を習得してリーダーシップのとれる若者を育てるプロ

グラムです。 

ローターアクトクラブの誕生は １９６２年インターアク

トクラブが発足、その受け皿として１９６８年３月１３日

ローターアクトクラブ発足(アメリカノースカロライナ州) 

日本では１９６８年６月国際商科大学に発足、１９６９年 

２７６０地区で初めて岡崎ローターアクトクラブが発足し

ています。２７６０地区には９つのローターアクトクラブ

があり１１０名のアクターが会員として活動しています。

今年度、地区初の大学基盤の名古屋芸術大学ローターアク

トクラブが誕生し、この流れが続き大学基盤のローターア

クトクラブが増える様 

にしていきたいと思います。 

活動を紹介しますと、クラブでは月２回の例会を実施、奉

仕活動や専門知識の卓話などをクラブ単位で行っています。

地区単位では、国内研修・海外研修・地区親睦事業・３地

区合同プロジェクト・地区ローターアクト研修会・地区年

次大会・WFF での出店・奉仕活動などを行っています。他

にも全国ローターアクト研修会・アジア第２ゾーン会議・

アジア太平洋地域ローターアクト会議にも参加しています。 

 ローターアクトは様々な奉仕活動や研修を多数行い、地

区内のみならず、全国のアクターやアジアのアクターとの

積極的な交流も行い活動をしています。多くのことを学び

ながら、人生における最良の仲間を増やし、大きく成長し

ています。しかしながらローターアクトクラブの魅力がロ

ータリアンに伝わらず、なかなか会員増加に繋がりません。 

 委員会では PR 動画を作成し会員増強に努めてまいりま

す。ぜひとも企業派遣での社員さん、ロータリアンのご子

息の入会をお願い致します。 

二 コ ボ ッ ク ス 

西脇 多吉君 地区ローターアクト委員長 村田 誠一様、卓

話よろしくお願いします。 

梅村 美知容さん 「雪国」映画見てきました。感動でした。 

【村田 誠一様、本日は卓話よろしくお願いいたします。また

本日は、西村 努君の入会式を行います。よろしくお願いいた

します。】 

杉浦 定文君 尾関 正一君 西脇 良一君 梅村  篤君 

星川 直志君 足立陽一郎君 横井  登君 尾關實津成君 

平子 明資君 西村  努君 小關 敏光君 北村紀子さん 

近藤  朗君 渡邉  泰彬君 梶川 久雄君 塚本  隆君 

香田 研二君 

梅田  渉君 

加藤 昌之君 

木村 雅一君

石黒  勉君 

岩田 滿治君 

阿部 美男君 

玉置 正樹君 

吉村知紗さん 

 


