
                                                                                          

本日の例会（第１８３０回）   ６／１９（水） 
◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

（時間：午後 5 時 30 分～ 場所：志ら玉） 

 

次回の例会（第１８３１回）   ６／２６（水） 
◆クラブフォーラムを行います。 

 

第１８２９回例会記録    ６／５（水）晴 
◆司   会 玉置 正樹君 

◆斉   唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆来訪者紹介 名古屋守山 RC 長瀬 輝代之君 他２名  

  

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1827 例会 

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  5 名中 

出席会員数  31 名  MAKE UP  1 名 

出 席 率  83.78％  出席率訂正  87.50％ 

 

会  長  挨  拶 

              会長 杉浦 定文 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー国際大会に出席のため先週の夜間例会を欠席い

たしまして誠に申し訳ありませんでした。ハンブルグには

日本から直行便はありませんので今回私はドバイ経由で行

ってきました。関空からドバイまでは約 10 時間、そして

ドバイで 1 泊したのちそこからハンブルグまでは直行便で

7 時間程度と思ったより早かったです。ハンブルグという

街はなかなか縁がなく私も今回の世界大会に出席すると決

めるまでは何の知識もありませんでした。ドイツ北部にあ

り人口が 180 万人とサイズ的は名古屋より少し小さいぐ

らいだと思います。地図を見るとすぐそばにデンマークが

あり北欧の入口という感じがしました。緯度は樺太ぐらい

の北にあり寒いかと思ったら大会 2 日目は 30 度となりと

ても暑かったです。またちょうど日が長くなってきて夜 10

時を回らないと暗くならないし、朝 4 時過ぎには明るくな

るという何とも不思議な現象でした。また海から内陸に

100 キロ程度の街なのですが、川幅が広いのと流れが急で

はないためビックリするぐらいの大きな貨物船が川の港に

停泊していました。港町ということのようです。またリバ

プールで仲間と共にバンドを結成したビートルズが最初の

仕事を得てこの街に移り住み、ここから活動をスタートさ

せ、あのような世界的なスターになったと聞きました。2

年ハンブルグで活動していたそうです。街中を歩いている

とあちらこちらにロータリーの旗がなびいておりこちらの

街が今回の国際大会に期待する大きさを感じられました。

ロータリアンは首から自分の名前と国が書かれた間札のよ

うな物をぶら下げるのですが、とにかく会場はもちろんの

こと、街中の観光地、レストラン、どれだけのロータリア

ンが集まっているのだろうと思えるぐらいのロータリアン

で溢れかえっていました。「友愛の家」には販売ブースと共

に各地区のブースなどが設置され、日本からは 2520 地区

の宮城、岩手のロータリーがブースを出していました。ま

たロータリー用品でおなじみのオクトン、フジマキもちゃ

っかりブースを出して販売していました。1 日の夜には

2760 地区のガバナーナイトが行われ 200 人ぐらいの人

で着席形式にて盛大に行われました。村井ガバナーをはじ

め、神野パストガバナーや多くのパスガバナー、岡部ガバ

ナーノミニー、そして長瀬ガバナー補佐を始めとするガバ

ナー補佐も出席されていました。2 日の日にはオープニン

グセレモニーがあり、今年度の RL 会長 バリーラシンさ

んが挨拶して盛大に行われました。1 回では参加者を収容

できず、2 回に分けて行われました。日本からも 2000 人

程度の人が参加したそうです。私は国際大会初めての参加

でしたが、参加者のほとんどはとてもラフな格好で気軽に

参加しているという気がしました。また機会があったら是

非とも参加したいと思います。ちなみに来年はホノルル、

そして再来年は台北で参加しやすいと思います。ぜひみん

なで参加しましょう。 

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．４４ 

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：名古屋東急ホテル 名古屋市中区栄４丁目６－８ （052）251-2411 

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） 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．来る６月１９日(水)に行われます夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.

の出欠票の締め切りは６月７日（金）までとなっておりま

す。未提出の方は、早急によろしくお願い致します。 

2．次週６月１２日(水)は休会となります。従いまして、次

回例会は６月１９日（水）、夜間例会Ｉ．Ｄ．Ｍ．となって

おります。午後５時３０分より例会、引き続きＩ．Ｄ．Ｍ．

を志ら玉にて行いますのでお間違えのないようお願い致し

ます。 

委員会報告 

・次年度上半期当番表について 

 (次期会場設営委員会 委員長 香田 研二) 

 

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 良一君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年間を通して、会長エレクト研修、 新会員研修などをさ

せて頂いておりますが、私達も、色々とテーマを作り研修

していますがボチボチという感じでやっております。これ

からも、相互の成長を期待してがんばって行きたいと思い

ます。 

 
国際ロータリー第２７６０地区職業奉仕委員会 

 委員 香田 研二君   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区職業奉仕委員会活動として「第2760地区2019－20

年度地区研修・協議会 第５分科会」事例報告 

（2019 年 4 月１日 ウエスティン名古屋キャッスルホテ

ルに於いて） 

 

 

分科会テーマ：ロータリーの「職業奉仕」について 

１、パネルディスカション 

パネラー 鋤柄職業奉仕委員長（名古屋東南ＲＣ） 

     小川同副委員長（刈谷ＲＣ） 

     青山同副委員長（春日井ＲＣ） 

内容 

①「職業奉仕」とはどのような意味か？ 

②この考え方はどこから生まれたのか？ 

③ＲＣと他の団体との違いは？・奉仕活動の違いは？ 

④職業奉仕とは具体的にどのようなこと？ 

以上について香田委員より解説。 

２、グループディスカション 

パネルディスカションを受け各分区ごとのグループディス

カションを行う。 

西三河分区担当の香田委員より議事録にて具体的な活動事

例の発表。並びに 2760 地区職業奉仕委員会が取りまとめ

た過去３年間の各クラブの活動内容アンケートを配布して

事例紹介を行う。 

参考として「グループディスカション議事録」添付 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２７６０地区 東名古屋分区ガバナー補佐 

長瀬輝代之様と、分区幹事伊藤陽介様にご来訪いただきました。 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２７６０地区 地区国際奉仕委員長  

鈴木宏司様にご来訪いただきました。                            

 

 



 

誕生日 

6/15 加藤あつこさん    6/11  阿部  美男君ご夫人 

結婚記念日 

6/１４  西村 努君 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

国際ロータリー２７６０地区 

ガバナー補佐 長瀬 輝代之様 (名古屋守山 RC)  

例会に２度の出席をさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

国際ロータリー２７６０地区 

国際奉仕委員会 委員長 鈴木 宏司様 (半田南 RC)  

事務局青木さんお世話になりました。 

遠藤 友彦君  

梅雨の季節に入りました。 

尾関 正一君  

いい事ありました。 

梅村 美知容さん  

家のしだれ梅がいっぱい実をつけてます。 

阿部 美男さん 

妻の誕生日を祝っていただいて。 

【ドイツの世界大会に行きました。また、本日は長瀬ガバナ

ー補佐、伊藤分区幹事をお迎えしての例会です。よろしくお

願いいたします。】 

杉浦 定文君 梅村  篤君 岩田 滿治君 平子 明資君 

横井  登君 柴山 利彌君 尾關實津成君 祖父江佳乃さん 

梶川 久雄君 西脇 良一君 玉置 正樹君 足立陽一郎君 

近藤  朗君 小關 敏光君 星川 直志君 加藤あつこさん 

梅田  渉君 

西脇 多吉君 

木村 雅一君 

吉村知紗さん 

伊藤 晋一君 

北村紀子さん   

入江由希子さん 

 


