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本日の例会（第１８２６回）

長：杉浦 定文 幹

５／８（水）

事：香田

研二 会報委員長：入江 由希子

題 字：遠藤 友彦

から１３年ぐらい前になると思います。いろいろな思い

《青少年奉仕月間卓話》

出が詰まった会場ではありますが、良き思い出だけを胸

◆スピーカー

にして新たな出発をしたいと思っております。これらの
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懐かしい思い出はこちらアパホテルでのものでありま
す。私でもこれくらいの思い出があるぐらいですから、

多吉君

先輩方にはどれほどの思い出、思い入れがあるかという

次回の例会（第１８２７回）

５／２２（水）

のは想像に難くありません。またこちらアパホテルでの

※5 月 15 日(水)は休会です。

最終例会に因み、我が名古屋名北ロータリークラブの歴

《会員卓話》

史を調べてみました。
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今を去ること約 38 年前、1981 年 3 月 4 日、名古屋

名 「建築偽装はなぜなくならない？職業奉仕の理想」

場所：名古屋東急ホテル

４階

舞の間

郵便貯金会館で創立記念例会が行われました。実はこの
例会は名北ロータリーにとっては第 3 回の例会となるよ
うです。第 1 回は 2 月 18 日、翠芳園でチャーターメン

第１８２５回例会記録

４／２４（水）雨

バーが打ち合わせをした時だそうです。また第 2 回は 2

◆司

会

玉置

正樹君

月 20 日に名古屋郵便貯金会館にて北ロータリー例会に

◆斉

唱

RS・日も風も星も

チャーターメンバーにて参加した時でした。なぜ第 3 回

市田

例会が創立記念例会になるのかは星川さんにお尋ねし

◆会長ゲスト

えみ様

たところあまりご記憶がないとのことでありました。お

出
会

席

報

告

披露目会は名古屋厚生年金会館で行ったそうです。氷の
しゃちほこを飾ったりして盛大に行われたとのことで

数
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前々回訂正

1823 例会

欠席会員数

５名

欠席会員
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した。1981 年創立当時は名古屋郵便貯金会館にて例会

出席会員数

３２名

MAKE UP

０名

を行っていましたが、改装工事に入るということで数か

86.49％

出席率訂正

93.75％

月そちらを例会場にしたのち、その年の 8 月より第 2 富

出

員

席

率

士ホテルに移転いたしました。親クラブである名古屋北

会

長

挨

ロータリークラブも実はその当時そちらで例会を行っ

拶
会長

ておりました。おそらくそのつながりでクラブ設立当時

杉浦

定文

はそちらで行っていたようです。とても良い会場だった
そうでございますが、例会場が狭いという理由でその 3
年 4 か月後、1985 年 1 月よりこちらの前身であった
不二パークホテルが新築と同時に移転してきました。も
う 34 年 3 カ月前のことです。そして 2003 年 4 月に
は不二パークホテルがアパホテル名古屋錦に改称いた
しまして今現在に続いております。2012 年 6 月よりこ
ちらのホテルの料飲部門が TKP ガーデンシティに運営

平成最後の例会になりました。そしてまたアパホテルで
の最後の例会になりました。長年慣れ親しんだ会場とお
別れになるという寂しさを感じております。私が入会さ
せて頂いたのは梶川会長、岩田幹事の年度でしたので今

を委託されました。昭和の終わりから平成にかけてずっ
とお世話になったのがこちらのアパホテルです。さてこ
うやって我がクラブの歴史を紐解いてみると設立当初
は、最初は数か月、そして 2 か所目 3 年 4 カ月という

短いスパンで例会場を変更していたようです。令和元年、

るのが会長です。消費税が上がる、弁当を減らす、奉仕を

最初の例会は新しいホームグランドとなる名古屋東急

減らすということではなく、 そんなことではない。ロータ

ホテルにて最初の例会をスタートさせる予定でありま

リーには、
「高い高潔感」があったはずです。それを捨てず

す。とにかく名古屋では一流と言われているホテルが不

にデザインして欲しい。20 年後を考えて、今、行わなけれ

足しており、そのため各クラブも新たな例会場を確保す

ばなりません。いま出来なければいつまでも出来ません。3

るため苦労しているようです。しかしその都度先輩方の

ヶ月で出来なければ、1 年でも出来ない。3 年出来なければ、

協力を得て何とか辿り着くことができました。これも会

5 年でも出来ない。心して、取り組んで欲しい。

員全員の結束の賜物だと感謝しております。そして長い

2 WFF について、神野氏からのメッセージの要旨は、次

間、杉田さんを始めとするスタッフの皆様には本当にお

のとおりです。

世話になりました。本日はこちらアパホテルでの最後の

昨年の参加者は、
7 万人。寄付金は 100 万円に至りました。

例会を楽しみたいと思います。また移転に伴いましてま

沢山のクラブが例会変更し、分区８つがそれぞれのブース

だまだやらないといけないことは山のようにあります。

を設けました。寄付と公共イメージ向上が目的です

「立つ鳥跡を濁さず」のことわざにもあるように私たち

1 回 2 回は、カンボジア。３回はミャンマー、４回はイン

もきちんとしてこちらの会場を後にしたいと思います。

ドネシア、５回はフィリピンでした。第 6 回は、パキスタ

アパホテルのスタッフの皆様、長い間どうもありがとご

ンに教育支援ユニット、3 輪車 3 台を送りました。車両に

ざいました。

は、教育機器と保冷庫 でポリオワクチンが載っています。

幹

事

報

公共イメージについては、ジュディオングさんに参加して

告

頂きました。第 7 回は、会場が南に移転して、松坂屋の東

１．去る４月１４日（日）の地区研修・協議会にご参加の

側です。次期会長幹事には今年も是非とも、ご協力をお願

皆様、大変お疲れ様でございました。後程、次期会長、次

いします。

期社会奉仕委員長、次期出席・ニコボックス委員長にご報

3 沢田会員増強委員長からのメッセージの要旨は、次のと

告をして頂きます。

おりです。

２．本日の例会で、アパホテル名古屋錦での例会が最後と

7 月 26 日に会員増強セミナーがあります。各増強委員長に

なります。アパホテル名古屋錦様、そして、例会場の準備

出て頂きたい。地区内のクラブ 85 のうち、女性が 1 人か

をしていただきましたＴＫＰガーデンシティ名古屋様には

ゼロのクラブが半分以上です。持続可能なクラブのために、

大変お世話になりました。会員一同、心より感謝申し上げ

会員増強をお願いします。その際、入ってくる会員のこと

ます。

を一番に考えて欲しい。クラブのため、地区のためでは

３．次週５月１日（水）は法廷休日です。従いまして、次

ありません。「いま楽しいから、いいんじゃないか?」とい

回例会は５月８日（水）となりますので、お間違えのない

う考え方は、捨てましょう。自己満足は、硬直化を招き、

ようにお願い致します。また５月より例会場が名古屋東急

学習しない体質となります。クラブの計画は、各委員長に

ホテルへと移転となります。５月８日（水）の会場は３階

お願いすればよいでしょう。しかし、会員増強は、それで

調の間でございます。駐車場につきましては、例会受付に

はダメです。会長自ら、やらなければなりません。

て駐車券をお渡しいたします。駐車場入り口でお受け取り
になられるチケットと一緒にご精算をお願いいたします。

「第 4 分科会」報告
次期社会奉仕委員長

伊藤

晋一

第４分科会社会奉

地区研修・協議会報告

仕委員会のテーマ
は、
「社会奉仕活動

「第 1 分科会」報告
次期会長

近藤

のヒントを見つけ

朗

1 ガバナーエレク

よう」です。

ト 挨拶、地区方針の

（１）地域の防災活

説明の要旨は、次の

動の情報提供につ

とおりです。

いて。
（防災・減災

地区方針は、 「知的

カレッジ）主催があいち防災協働社会推進協議会とあいち、

多様性革新的柔軟性」

なごや強じん化共創センターで、共催が愛知県、名古屋市、

です。人口が減少し

名古屋大学、商工会議所連合会、中部経済連合会、愛知県

ており、将来、地区の会員数は、4900 人が、2000 人台

防災ボランティア連絡会、なごや災害ボランティア連絡会

となる可能性もあります。ロータリーには、
「次のリーダー

です。

シップを生む」という目的があります。リーダーシップを

では、どのような内容かと言いますと、県民１人ひとりの

発揮して、デザインしてほしい、形ではなく。それができ

防災意識を高め、自助共助の取組みを推進する防災人材を

育成するため、平成３１年度「防災カレッジ」を開催し

しております。スマホ対応もして、
「地区アプリケーション」

ました。防災・減災について手軽に学ぶことができ、受講

でダイレクトな伝達をできるようにします。また機関紙「ロ

者同士の交流も深まり、講座を修了した方には修了証や資

ータリーの友」は購読が義務化されています。皆さんが読

格認証カードが授与されます。募集期間

んでいただくと共に、多くの会員の投稿を求めています。

月３日迄開催期間

５月１３日～６

２０１９年６月２０日（木）～２０２

０年１月２５日（土）

会場：名古屋大学、豊田福祉セン

ター、愛知県西三河総合庁舎

是非、多数ご参加下さい。

（１枚の写真と、２００字の原稿）
地区の地域に対しての最大行事である、WFF への協力を
会員にお願いすることも当委員会の使命です。

（２）地域密着型の奉仕活動について。

ＴＫＰガーデンシティ名古屋様
長い間大変お世話になりました。

２７６０地区は他の地区に比べても多くの奉仕活動をして
いる。当日、各クラブの活動内容の報告が有りましたが、
当クラブは約６項目の社会奉仕活動を継続して行っていま
すので、来期、現状で充分かと思います。
（３）環境保全について。
「あいち生物多様性戦略 2020（2010COP10）
」この言
葉を皆様、覚えていますか？来年が最終年度ですが、行政
とＲＣが取り組んできた活動は、①市内２５ＲＣで活動し
た東山動植物園の「桜の回廊プロジェクト」
、②犬山城下植
樹(犬山市と)、③碧南レールパーク植樹（碧南市）等々、あ
まり事業件数が多くありません。是非、各クラブで環境に
関する活動を進めてもらいたいとの事でした。
（４）ＲＣＣについて。
ＲＣＣ(Rotary Community Corps)ロータリー地域社会共

二 コ ボ ッ ク ス

同隊という意味です。目的は地域社会の生活状態を改善し、
生きる喜びを高揚する、させる活動です。２７６０地区は

渡邉

すでに 20 隊が有ります。ＲＣＣがまだないクラブでは、是

優勝しました。

非結成をして頂きたいと依頼が有りました。

香田

泰彬君
研二君

平成最後の４月ゴルフ友の会、ベストグロスで
新事務局

市田さんをお迎えしています。皆様、

宜しくお願いします。

「第 3 分科会」報告
次期出席・ニコボックス委員長

加藤

昌之

西村

努君

梅村

美知容さん

何卒宜しくお願い申し上げます。
ゴルフとても良い天気で楽しかったです。

テーマ「公共イメージ向

【本日は、平成最後、そしてアパホテルでの最後の例会です。

上委員会の役割」

また、事務局の市田さんをゲストにお迎えしております。よろ

当委員会は、
「グローバル

しくお願いいたします。
】

に考え地域社会と繋がり、
ロータリーを成長させよ
う」という目的で、
「地区
広報委員会と」と「地区
IT 委員会」が合体して 2016～17 年に編成されました。
2012 年調査では４０％の市民は全くロータリーの存在は
知らないと報告されています。そのためにロータリー地域
に知らせるとともに、会員の増強を図る目的でもあります。
広報については、外部広報、内部広報があります。外部
広報については、マスメディア（TV,ラジオ、新聞など）を
いかに活用するかが課題です。そのためには常にマスコミ
との交流を図り、プレスリリースをし続けることが大切で
す。特に重要な行事は直接プレス訪問を行うこと。
対内広報については、
「マイロータリー」への登録を会員
に求めています。名北ロータリーでは登録率１１％で地区
内でもかなり下位にいます。次年度は１００％登録を目指
します。
また、内外広報ではホームページのリニューアルを予定
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