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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１８４１回） ９／１８（水）
◆吉田ガバナー補佐訪問が行われます。

次回の例会（第１８４２回） １０／２（水）

◆3RC（守山・名北・錦）合同伊藤ガバナー公式訪問が行われます。
◆ホスト 名古屋守山 RC
◆会 場 名古屋マリオットアソシホテル
◆会 長 ・ 幹事懇談会 11 ︓30 ～ 12 ︓10 17 階 「欅の間」
◆合同例会 12 ︓30 ～ 13 ︓30 16 階 「アゼリの間」
（控え室 16 階 「アスターの間」）

※9月25日(水)は休会 (定款第 6 条第1節 C項 )になります。

第１８４０回例会記録

９／１１（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 刈谷 RC 小河 俊文君 他 36 名

お話致します。その第１は、「井戸の提供が、確実になされている」
ということです。１０のうち、３つが完成し、２つについて、見せて頂きま
した。 また第２に、 現地の方々に、 本当に感謝されております。
笑顔に感動しました。 そして第３に、 現地のコーディネーターは、
手厚く、 信頼のおける方々で、 本当によくして頂きました。
そして第４に、 「ロータリーの力」 を強く感じました。それは一つに、
もちろん、 皆さまのご理解とご援助のおかげで、十分な援助を行う
ことができました。 また二つには、「ロータリークラブが行う」 と言えば、
それ以上の説明が必要ないという意味で、先人の活動やそれに対
する信頼について、 感謝しました。 訪れた会員にとって、 忘れが
たい貴重な経験でした。 ありがとうございました。

名古屋錦 RC 会長 小野田

誓様

出席報告
会員数
欠席会員数
出席会員数
出席率

35 名
8名
27 名
77.14％

前々回訂正
欠席会員
MAKE UP
出席率訂正

1838 例会
3 名中
0名
90.32％
本日は、恒例の名古屋名北ロータリークラブ様との合同夜間例会

会長挨拶
名古屋名北 RC 会長 近藤

です。 子クラブである名古屋錦ロータリークラブの会員一同、とても

朗

楽しみにしています。 名古屋名北ロータリークラブ様は、 次年度
４０周年を迎えられる歴史と伝統あるクラブであるとともに新たな取
り組みもなされています。我々もそのあたりを参考にさせていただき、
今後の活動の参考にさせていただければと思います。
さて、 名古屋錦ロータリークラブの本年度クラブテーマは 「仲良く、
楽しく、 全員参加」 です。内容としては、ロータリーの基本精神に
学ぶ 「過去からつなぐ」、 新しい仲間を迎え、多様な仲間と楽しい

本日は、 錦ロータリークラブとの合同例会です。
わが名北は、錦の皆さんとは、かねてより親しくさせていただいております

例会にするための 「世代をつなぐ」、 これからのロータリーのあり方、
奉仕のあり方を考え、 実践するための 「未来へつなぐ」、この３つ
を柱としています。本日の合同例会では、名古屋名北ロータリー様

が、最近では、会員増強について、教えて頂く等、大変お世話になって

に学び、一番近いクラブとして、 2 つのクラブをつなぎ ( 大いに親睦

おります。 ありがとうございます。 本日は、 両クラブで楽しみましょう。

をはかり )、 ともにこれからのロータリーの奉仕を考える場としたいと

さて、 私たちは先週、 カンボジアに行き、 お休みを頂きました。

思っています。今年度の当面の事業予定としては、次週に 名古屋

詳しくは追って報告致しますが、 本日は、 「どうしても」 という点のみ、

市北区と岡崎市下山村の 「小学生農業体験交流事業」 が予定

されています。単に小学生が稲刈りを体験するだけでなく、両地域、両
ＰＴＡを巻き込んだ活動、防災や異世代交流、 公共イメージ向上等
新たな視点、新たな活動を加えています。また、私どもの創立２０周年
から始まった東日本大震災被災地支援活動の新たな取り組みとして、
１１月３日にチャリティーコンサートを東区の建中寺で行います。 まだ
まだ未熟な名古屋錦ロータリークラブではありますが、名古屋名北ロー
タリー様のご指導を仰ぎながら、情報を共有させていただき、いろいろな
活動に取り組んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願致します。

幹事報告
１．本日は、 名古屋錦ＲＣとの合同夜間例会及び懇親会でござい
ます。 ごゆっくりお寛ぎ下さい。
２. 次回の例会は、吉田ガバナー補佐の訪問日です。本日、当日の
プログラムを同封致しました。 尚、 例会終了後にクラブ協議会を
行いますので、 ご出席の方はクラブ計画書を必ずご持参下さい。
３. クラブ計画書が出来上がりましたので、 お持ち帰り下さい。

名古屋錦 ・ 名古屋名北
合同例会及び懇親会
会場︓名古屋東急ホテル

ニコボックス
祖父江 佳乃さん カンボジアに行ってきました。 「いただきます」 の
本当の意味を味わってきました。 ありがとうございました。
梅村 美知容さん 錦の皆さんいつも大変お世話になっています。
遠藤 友彦君 カンボジアご苦労さま。
【久しぶりに錦 RC との合同例会です。 錦の皆様には、 会員増強
の資料を頂くなどお世話になっております。 皆さん楽しみましょう】
近藤

朗君 吉村知紗さん 玉置 正樹君 香田 研二君

遠藤 友彦君 杉浦 定文君 北村紀子さん 尾関 正一君
足立陽一郎君 梶川 久雄君 伊藤 晋一君 岩田 滿治君
平子 明資君 梅村

篤君 梅田

渉君 河東 広樹君

尾関實津成君 西脇 良一君 石黒

勉君 加藤 昌之君

入江由希子さん 加藤 あつこさん

