
                                                                                          

１年間 ご協力、ご支援 

  ありがとうございました。 

 

退任挨拶       会長 杉浦 定文 

２０１８－２０１９年度名古屋名北ロ

ータリークラブの会長を務めさせて頂

きました杉浦定文です。 

一年間大変お世話になりました。 

思い起こせば昨年の今頃、緊張感に包

まれ最初の例会に臨んだ記憶がありま

す。点鐘をする手が震えるぐらいでし

た。まだまだ未熟な私ではありました

が、先輩方からの多大なるご助力を頂

き何とか無事一年間務め上げることができました。まずは

皆様のご協力に感謝を申し上げたいと思います。今年度は

周年事業等の大きなイベントがない年でありましたので、

そういう面においては苦労もなく楽しく務めさせて頂きま

した。しかしながらそういう狭間の年度だからこそ、先を

見据え、今のうちにやっておかないといけないことを行い

たいと考え、皆様にはいろいろとご無理をお願いいたしま

した。今期の目標としてはやはり減少傾向にある会員数を

何とか大幅に増員してクラブに活気を戻したいと思い、私

なりに頑張ってきたつもりでしたが、結果としては目標の

10 人増には遠く及びませんでした。 

しかしながら 2 名の若い会員が入会して下さったことは何

よりの喜びであります。 

また懸案事項でありました会場移転に関しましても令和元

年最初の例会からという、とてもキリの良いところで名古

屋東急ホテルへの移転が実現いたしました。やはり会場と

いうのは会員増強にとってとても大きな要素となると思い

ますので、今後のより一層の名古屋名北ロータリークラブ

の発展を楽しみにしております。 

この一年間どうもありがとうございました。 

 

 

退任挨拶        幹事 香田 研二 

現在6月28日午前0時30分です。 

本来、幹事退任挨拶の原稿締切期日後

ですが、本日午後から新事務局引っ越

しに立会、ようやく幹事の役割り終了

の目処が立ちましたので寄稿致しま

す。先ずは、会長方針の下幹事として

の役割りを懸命に務めさせていただ

きましたが至らぬ所も多々有ったと

思います。 

改めて感謝とお詫び申し上げます。思えば、2760 地区職

業奉仕委員会を兼務しながら、名北ＲＣ幹事としての仕事

は、１、38 年間のアパホテルから東急ホテルへの例会場移

転。２、今 4 月それらが一息ついたところに事務局青木さ

んの退職により限られた期日で新事務局市田さん採用を行

い引き継ぎと会場移転に伴う事務局移転の手配。 

ようやく本日幹事としての仕事が終わりました！！ 

（但し、新事務局経費計上等理事会報告がありますが・・）

皆様に感謝とともに幹事として名北ＲＣに軌跡を残せた事

を誇りに思います。ありがとうございました。 

 

本日の例会（第１８３２回）   ７／３（水） 
◆新年度第 1 回例会を行います。 

 

次回の例会（第１８３３回）  ７／１０（水） 
◆クラブフォーラムを行います。 

 

第１８３１回例会記録   ６／２６（水）晴 
◆司   会 尾関 正一君 

◆斉   唱 RS・それでこそロータリー 

  

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1830 例会 

欠席会員数  １2 名  欠 席 会 員  1 名中 

出席会員数  ２5 名  MAKE UP  0 名 

出 席 率  72.97％  出席率訂正  97.30％ 

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．４６ 

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 



会  長  挨  拶 

              会長 杉浦 定文 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の志ら玉さんでの夜間例会どうもお疲れ様でした。

また会長幹事に対してクラブの皆様からのお心遣い誠

にありがとうございました。一生の記念となりました。

先週の土曜日、2760 地区の今年度の会長幹事の慰労会

が行われ、そこでガバナーからいろいろな発表がありま

した。今年度は会長の私の不徳の致すところで地区から

の賞は何もいただけませんでしたが、2760 地区の財団

への寄付の個人のトップは星川さんと発表され何とか

会長として面目を保つことができました。星川さん多額

の寄付どうもありがとうございました。さて本日はいよ

いよ今年度の最後の例会となりました。皆様のおかげに

て楽しく会長をさせて頂きましたが、いい加減な部分が

ありご迷惑をかけたかもしれません。昨年スタートした

時には長いと思っていた一年でしたが、終わってみれば

あっという間だった気がします。しかしながら今回私も

やっと肩の荷を降ろせました。この一年間、皆様のご協

力を頂きまして会の運営をスムーズに行なえたことを

心から感謝いたします。事務局の引っ越しも明日に控え、

何とか私の年度内に会場移転に関するすべての事案を

終わらせることができる予定であります。新しい事務所

への移転は香田幹事が中心となって音頭を取り、加藤直

前会長がご自身のネットワークで物件を探してくださ

り、事務所のレイアウトや備品は加藤昌之さんが行って

くださいました。費用の面では渡辺さんにお世話になり、

そしてOA機器の手配と引っ越しの準備は河東さんがす

べて行ってくださいました。そして厄介だったアパホテ

ルとの契約解除の話し合いも近藤さんが行ってくださ

いました。こうやって皆さん自分の職業の得意な分野で

クラブに協力して下さることを見ているとロータリー

っていいなと素直に思いました。引っ越し作業が終わり、

事務所が落ち着いたら是非皆さん見に行ってください。

私自身も事務局がどんな風に変わったか楽しみに見た

いと思います。そして移転後の理事会等は新事務所にて

行う予定であります。さて、事務局の引っ越しに際して

コピー機を入れ替えることになり、本日そのリースの連

帯保証人になりました。これは会長としての最後のお努

めでございます。実はアパホテルから引っ越し作業の折、

電話回線について調べていると 2 回線の内、1 回線が星

川さんの個人名義であることが判明いたしました。おそ

らく 34 年前、アパホテルに移転するときに星川さんが

ご尽力され、それがそのまま残っていたのだと思います。

こうやって先輩方のクラブに対する貢献を知らされる

と私では到底かないませんが、少しでも近づけるように

これからも頑張っていきたいと思います。この 1 年間、

とても貴重な経験をさせて頂きました。そんな機会を与

えてくださったクラブの皆様に感謝して最後の会長挨

拶とさせて頂きたいと思います。この 1 年間どうもあり

がとうございました。 

 

幹 事 報 告 

１．本日は本年度最終の例会です。皆さま、1 年間ありがと

うございました。   

２．本年度最後のクラブフォーラムを行います。職業奉仕

委員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長に年間委員会報

告をしていただきます。何卒よろしくお願い致します。 

３．北区暴力追放協議会より、会長の杉浦 定文君へ感謝

状が届きました。 

クラブフォーラム 

年間委員会報告  
 

職業奉仕委員長 祖父江佳乃  
代読：幹事 香田 研二 
 

 
人間が生計を維持する手段として行うとともに自己の

能力に応じ、そして自己現実を図る目的で行う社会的に

有益な継続的活動をしている会員が、さらに踏み込んで、

自身の生業を、世の為に、尽くしていく事だと認識して

います。先達である、遠藤友彦師から「ロータリーは布

施行である。僧侶であるならば、そこに身を置くことが

自身の研鑽になる」と、いただき、そこから私もロータ

リアンとしての歩みが始まりました。名北ロータリーの

仲間は「百千万劫にも遭遇うこと難し」それぞれががお

互いを尊重し敬い愛する唯一無二の大事です。 

だからこそお互いの職業を知りゆく必要性があると感

じています。相手を知ることで自身に磨かれ、自身を知

っていただくことで相手と親密になる。その学びを職業

見学会と受け取り、自身の所属する真宗大谷派の名古屋

東別院(名古屋市中区)にお越しいただきました。阿弥陀

如来をご本尊とした本堂(昭和２０年名古屋空襲で焼失、

現存するのは戦後再建されたもの)にお参りしていただ

き、昭和４１年に再建された釈迦如来像 弥勒菩薩像 

阿難尊者像を安置した山門に上り名古屋も街を見渡し

ていただきました。明治の時代には大本堂がここにおか

れ、陸軍海軍の演習を行い、愛知県庁や愛知県会議の機

能も担ったことなど知っていただきました。(そのあとは、

池下カルチェラタンで食事)社会に重要な役割を担う生



業「職業」を物理的、精神的な奉仕と引き受けていくこ

とをロータリアンの営みだと感じています。拙い職業奉

仕委員長でしたが、皆様のおかげで、お役を勤めさせて

いただきました。役職とは、その肩書によってお育て頂

くことだと実感しております。ありがとうございました。 

 

社会奉仕委員長 加藤 昌之 

代読：幹事 香田 研二 
 

毎年恒例の北警察署職員の優良警察官の表彰を今年も

行いました。同様に、北区暴力団の追放協議会への賛助

金協力。北区子供会育成連絡協議会への名古屋名北 RC

賞贈呈。北区区民祭り/きた・きたフェスタへの協賛金

協力。また、市内２５RC 社会奉仕事業では、昨年に引

き続き「名古屋北図書館５０周年、楠図書館２０周年記

念の一環で１０万円分の図書を贈呈しました。昨年は地

区より７万円の助成を受けましたが、本年度は９万円の

助成を受けます。次年度は 3 年目になりますが申請中で

す。本来は１年間のみの事業承認が原則ですので難しい

とは思いますが、意義ある事業として挑戦中です。 

最後に、「名古屋名北 RC 音楽奨学金」として 3 年目に

なりますが愛知県立芸術大学の学生に奨学金の授与を

行いました。 

 

国際奉仕委員長 伊藤 晋一 

 

 

さて、この一年間当初四つの事業計画をテーマにスター

トしました。中でも国際奉仕の実例を学ぶ機会を会員皆

様にお作りすることが出来なかった事についてまずお

詫びいたします。では、他の事業内容についてまず地区

事業への協力は、市内２５R.C の｢桜の回廊プロジェク

ト｣名古屋市動植物園への桜の植樹活動。そして、昨年

１０月２７日(土)、２８日(日)の両日栄久屋公園にて開催

されました。第６回 WFF（ワールドフード＋ふれ愛フ

ェスタ）です。私も２７日(土)に錦 R.C が協賛されてま

した岩手県の物産ブースで販売のお手伝いをしていま

したが当日は、大変な盛況ぶりでした。 

又、この WFF の収益金は、パキスタン支援活動に充て

られることになっています。次に今、各テーブルに置か

れております募金の函ＴＦＴ(table for two)という活

動募金ですが前年度より２年に渡り継続して行ってい

ますが、現時点での金額は、２０１７～２０１８年度で

合計￥３６,０５４円、２０１８～２０１９年度５月迄で

￥２５,３９８円で合計￥６１,４５２円です。この先１０

万円程にまとまってから地区を通して寄付したいと思

います。最後に国際大会について、つい先日(６月１日～

５日)ドイツハンブルグで開催されましたが当クラブよ

り杉浦会長が参加され、この後会長より参加者当時の様

子など詳しく皆様に報告して頂きたく御願いします。 

以上一年間大きな成果もあげられませんでしたが、皆様

方のご理解、ご協力に感謝いたしまして、ご報告としま

す。 

 

北区暴力追放協議会より会長の杉浦 定文君へ贈呈

されたの感謝状のご披露 

 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

青木 光さん 大変お世話になりました。 

星川 直志君 株主総会無事終了しました。 

梅村 美知容さん 杉浦会長、香田幹事おつかれ様でした。 

【本日は最終例会となります。いろいろ至らないことも多く、

ご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。皆様のご協

力のもと１年間無事会長を務めることができました。どうもあ

りがとうございました。】 

 

杉浦 定文君 梶川 久雄君 横井  登君 平子 明資君 

西脇 良一君 西村  勉君 梅田  渉君 西脇 多吉君 

玉置 正樹君 尾関 正一君 岩田 滿治君 加藤あつこさん 

香田 研二君 

柴山 利彌君 

足立陽一郎君 

近藤  朗君 

伊藤 晋一君 

石黒  勉君 

木村 雅一君 

吉村 知紗さん 

阿部 美男君    


