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会 長︓近藤 朗 幹 事︓梅村 美知容 会報委員長︓尾関 正一 題 字︓遠藤 友彦

本日の例会（第１８４０回） ９／１１（水）

に対する反逆者の集まりだ」 等と執拗なる恫喝、 石川会長は 「ロー

◆２RC（錦 ・ 名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。
◆ホ ス ト 名古屋名北 RC
◆会 場 名古屋東急ホテル

タリークラブは奉仕の理想を求める友人たちの集まりであり、 貴公当の

次回の例会（第１８４１回） 9 ／１８（水）

立てろ︕の一辺倒、 後日理事会、 全会員に諮った結果、 例会時

◆吉田ガバナー補佐訪問が行われます。

第１８３９回例会記録

９／４（水）晴

◆司
会 香田 研二君
◆斉
唱 国歌 ・ 君が代／ RS ・ 奉仕の理想
◆来訪者紹介 名古屋中 RC 近藤 直樹君
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話し合いを続け理解を求めるも納得せず、 最後には証 「あかし」 を
には日の丸の揭揚、 君が代の斉唱を提案し実行した。
奉仕の理想の歌詞も 「世界に捧げん我らの生業」 から「御国に捧げ
ん我らの生業」 に変えざるを得なかった。 然しながら、 時代の流れは
過酷であり如何ともしがたく、 1940 年（昭和 15 年）国際ロータリ
ーを脱退のやむなきに至った。 先輩ロータリアンの胸中張り裂けんばか
りであり、 ご無念であったと拝察する。 今の時代に生きる我々ロータリ
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言う団体ではない、 むしろ愛国心は君たち以上に持っている」 等と、

アンにとって二度と繰り返してはならない事を肝に銘ずべき。
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1920 年（大正 9 年）10 月 20 日 「東京ＲＣ創立」
1921 年（大正 10 年）4 月 1 日ＲＩ加盟世界で 855 番目
1940 年（昭和 15 年）ＲＩ脱退
1941 年（昭和 16 年）第二次世界大戦勃発
1945 年（昭和 20 年）太平洋戦争終結

会長挨拶
副会長 岩田 滿治

1949 年（昭和 24 年）3 月ＲＩ復帰

幹事報告
１．１０月２日（水）の３ＲＣ（守山 ・ 錦 ・ 名北） 合同の伊藤
ガバナー公式訪問の出欠票の締め切りは、 本日までとなっており
ます。 未提出の方は早急にご提出をお願い致します。
２. ９月１日よりロータリー適用相場（ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ）が 1 ドル 106 円
（8 月︓108 円）に変更される旨、 国際ロータリー日本事務局
より連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。
第一回例会 奉仕の理想 ・ 歌詞は 1 番のみ
作詞 前田和一郎（京都 RC）
作曲 萩原英一（東京 RC）
1935 年 「昭和 10 年」 京都での地区大会において歌われた。
1933 年（昭和 8 年）軍国主義が台頭し、 日本及び世界中に暗

３. 次週例会（9/11 水）は、 名古屋錦ＲＣとの合同夜間例会
及び懇親会を行います。 昼間例会を変更して行いますのでお間
違えのないようお願い致します。
会場 名古屋東急ホテル 四階 「雅の間」
例会 午後５時３０分～
懇親会 午後６時～

雲立ち込まんとする時代、京都 RC 石川会長（当時京都電燈社長） ４. 第７回ワールドフード＋ふれ愛フェスタの協賛チケットを同封致しま
宅に右翼団体が押し入りロータリークラブは外国のスパイであり 「 国家
した。チケット代の２０００円のお支払いがお済でない方は例会

終了後、 受付にて回収をさせていただきます。 ご協力よろしく
お願い致します。
５. １０月１６日（水）に行われます職場見学会のご案内を同
封致しました。 期日までに出欠のご提出をお願い致します。

委員会報告
幹事 梅村 美知容

誕生日

９月１日

遠藤 友彦君 ９月４日

伊藤 晋一君

９月４日

西村

玉置 正樹君

努君 ９月８日

９月１３日 宇都木 寧君 ９月１７日 石黒
地区危機管理委員会に参加して 2019 年 7 月 31日 「パワハラ ・

勉君

９月２１日 杉浦 定文君 ９月２９日 吉村 知紗さん

セクハラの現状の理解と対応」 ということについてのセミナーがあり、ま
たそれに関するケーススタディがありました。 ロータリーでも危機管理
ハ ンドブックが発行されています。時代が変わっているので今までとは

結 婚 記念日

違 うということを認識していく事が大切です。

ゆったり例会を開催

９月４日

平子 明資君 ９月２５日 玉置 正樹君

ニコボックス
梅村 美知容さん ３日より 7 日まで近藤会長、加藤あつこさん、
西脇良一さん、 祖父江佳乃さん、 祖父江慈樹さん、 カンボジア
ごくろう様です。
遠藤 友彦君 誕生日を祝っていただいて。
石黒

努君 誕生日を祝っていただいて。

伊藤 晋一君 誕生日を祝っていただいて。
【会長始めカンボジア奉仕ご苦労様です。】
岩田 滿治君 尾関 正一君 北村紀子さん 梶川 久雄君
西村

努君 星川 直志君 平子 明資君 横井

杉浦 定文君 香田 研二君 梅村

篤君 塚本

登君
隆君

渡邉 泰彬君 尾関實津成君 柴山 利彌君 玉置 正樹君
吉村知紗さん 足立陽一郎君 河東 広樹君 梅田
入江由希子さん

渉君

