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１年間　ご協力、ご支援
　　　ありがとうございました。

退任挨拶

幹事

    梅村　美知容

令和元年 5月より例会場は東急ホ

テルとなり新事務、新事務局と共に、

近藤、梅村丸が船出しました、9 月

には一名の家族を含む5名でカン

ボジア訪問、10 箇所井戸を掘って

村努さん中心に会合が 5 回開かれました、次回 7 月 15 日に第六

回が開かれます、 皆様の参加お待ちしてます、さて先日は 383 回

目のゴルフ友の会があり、 11 名参加て新会員の林さんも交え、 盛

り上がりました。 やはりクラブの活性化は仲間作りかと、幸い、我が

クラブは 40 年の歴史と熱心な、 メンバーに恵まれています。

今仲間を増やすチャンスと考えます、一年間大変お世話になりまし

た。 皆様のお力添えに感謝します。

今期は大変な年になりました。コロナウィルスで例会も 3 か月もでき

ない事態、 まだまだ細菌戦争は続きますが、 コロナに負けないで

力を入れて合わせて助けあって、来期は40周年飛躍の年になる事

を祈願します。 本当にありがとうございました。

◆司　　    会　岩田　滿治君

◆斉　     唱　ＲＳ・ 日も風も星も　

第１８６３回例会記録  ６　６／２４ （水）  晴

本日の例会 （第１８６４回） ７／１ （水）

次回の例会 （第１８６５回） ７／８ （水）

例 会 報 告

◆新年度第１回例会を行います。 　

◆クラブフォーラムを行います。 　

会員数      ３５名

欠席会員数       ６名

出席会員数     ２９名

出席率  　８２.８６％

前々回訂正　　  １８６１例会

欠席会員　　　 　　 　１名中

MAKE UP  　　０名

出席率訂正　　　 ９０.３０％

出 席 報 告

会 長 挨 拶

会長　近藤　朗

会長

       近藤　朗

退任挨拶

皆さん、一年間、 誠にありがとうご

ざいました。

私は、会長として、毎回、挨拶して

きたくらいで、重要な事由は、理事

会その他で意見を聞き、そのとおり

進めさせて頂いただけでした。 また、 一年目であるにも関わらず、

本当にしっかり仕事を進めて頂いた事務局、 市田さんのおかげで、

大過なく終えることができたと思っております。

様々なご不便をお掛けしてきましたがご理解とご協力を頂き、なん

とか、 一年間、 務めることができました。

本当にありがとうございました。

会長に就任して、 私自身、 強く感じたのは、 「シンプルに伝える」

ことの大切さと難しさです。 普段、 弁護士という職業柄、 「１人で」

「書面で」 「詳しく」 伝えるということに慣れていたところ、 「一番大

切なことを明確に伝える」 ということについて、 常に考えさせられる

こととなりました。 それは、 カンボジアでの経験でもさらに深まりま

した。 私にとって、 今までにない貴重な経験でした。 精一杯やら

せて頂いたことが、 今後のクラブのためになればと思います。

本当にありがとうございました。

きました、又その事は中部経済新聞に大きく掲載されました、 そし

て 6 月より、会員 50 名にしようとプロジェクト 50 を立ち上げて、 西

W e e k l y R e p o r t



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. 本日は、本年度最後のクラブフォーラムを行います。 社会奉仕

   委員長、会員増強委員長に年間委員会報告をしていただき、幹

   事より年間の反省をさせていただきます。 何卒よろしくお願い致

   します。

3. 次週７月１日に開催されますクラブ協議会の会場が変更になりま

   した。 「楓の間」 でご案内しておりましたが、 ４階 「桐の間」 に

   なります。 よろしくお願い致します。

4. 上半期の行事予定表、 及び委員会当番表を同封致しました。

   ご確認よろしくお願い致します。

クラブフォーラム

社会奉仕委員長

              伊藤　晋一

年間委員会報告

「社会奉仕活動のこの一年間を振り返って」

今年度（２０１９～２０２０年度）の社会奉仕活動を７項目、挙げました

が、新型コロナウイルスの影響により、３項目の事業につきましては、

中止となりました。では、他の事業活動についてご報告いたします。

（１） 令和元年１２月１８日の例会に、北・ 楠図書館館長の田中敦司

様がご訪問され、地区補助金 （９万円）を活用した図書 （４５冊分）

寄贈のお礼の言葉を述べられました。

（２） 優良警察官の表彰を令和２年２月５日の例会において。

３名の表彰を行い、 後藤北警察署署長より卓話をして頂きました。

（３） 名古屋名北ＲＣ音楽奨学金の授与についてですが、当初３月

４日創立記念例会に戸山愛知県立芸術大学学長、鈴木音楽学部

准教授そして、 伊藤春菜音楽学部３年生と、岩石茉奈音楽学部４

年生両奨学生をお招きする予定でしたがコロナウイルスの影響で大

きく予定が狂ってしまい、直接奨学金をお渡しする事が出来ず、 事

務局と大学側と連絡を取り合いました。

従って、５月２７日着にて、芸大学長様宛に奨学金と表彰楯を２名分

郵送いたしました。

その後、大学より連絡があり、６月１２日に両奨学生に大学側より授与

して頂いたそうです。

（４） 北区子供会育成協議会への協力（名北ＲＣ賞）金５万円につ

いても、 例年同様寄付しました。 　

今年度は後半は、コロナウイルスの影響でＲＣ活動のみならず、全

世界の歯車が大きく狂ってしまったと思われます。この先まだまだコ

ロナの影響は長引くと思われますが、 来年度は社会活動がスムー

ズに実行される事を祈って一年間の活動報告を終わります。 　

皆さん、 こんにちは。 本日は、 今期最後の例会です。

最後まで、 お楽しみ下さい。

本日は、 私がロータリーの 「会長」 として経験したことを少し、お話

します。 まず第一は、 会長エレクトとしての研修です。

私は研修前、 「しっかりした組織の中で、 振る舞うための行儀作法

を学ぶのか？」 と思っていました。

ところが、 現実は、 「それぞれのクラブの活動について、明らかに

して議論する。」 ことに終始しました。

そこでは、 「ルールは、 自由な振る舞い のためにある。 基本的な

ルールさえ守れば、 何をやっても良い。 その内容を話し合おう。」

という精神に充ちていました。

そして経験の第二は、 ＲＩ会長との例会等や、 他のクラブの催しに

出たことです。

そこでは、 それぞれのクラブが個性を発揮して、実に面白い企画を

実現していました。

それは、 エレクト研修で学んだことの成功例のオンパレードでした。

最後に経験の第三は、 新型コロナウイルスのため、 例会等の休会

や再開に関わったことです。

そこでは、 「例会は、 不要不急なのか？」 という問いを突きつけら

れました。

私は、 上記の第一、 第二の経験を通じ、 また、 休会等を巡る会

員の皆さまとのやりとりを通じて、 「例会の開催は、会員のために必

要不可欠である。」 と感じました。

今、 このように再開でき、 そのことを改めて実感しております。

会長として、 何ができたかは分かりませんが、 「例会の大切さ」 に

ついては、会員皆さまが共有するところとなったと思います。

その気持ちを繋げることができれば、 良いと思います。

会員増強委員長　

              梶川　久雄

「会員増強委員会 「チャレンジ５０」・ “会員数５０名を目指すプロジ

ェクト” 報告。」

＊平子明資会員紹介 ・ ・ 松山幸久さん （税理士）　 今年は無理。

 来年は、 可能性あり、 との事。

今本亮太さん （司法書士） 今年末まで無理、 来年になったら

 可能性あり、 との事。



梅村　美知容さん　おせわになりました。

　　　　　　　　　　　　無事一年つとめることができました。

阿部　美男君　ながく休みました。

【今期最後の例会です。 皆さん、１年間、本当にお世話にな
りました。 ありがとうございます。 本日も楽しみましょう】

近藤　　 朗君　　伊藤　晋一君　　北村紀子さん　　石黒　　  勉君

尾関　正一君　　岩田　滿治君　　平子　明資君　　塚本 　　 隆君

横井　　 登君　 梅村　　 篤君　　河東　広樹君　　梶川　久雄君

杉浦　定文君　　足立陽一郎君　　西脇　良一君　　香田　研二君

玉置　正樹君　　尾関實津成君　　渡邉　泰彬君　　加藤あつこさん

加藤　昌之君　　柴山　利彌君　　林　　　　功君　　吉村知紗さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

祖父江佳乃さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

ニ コ ボ ッ ク ス

鈴木孝納さん （葬祭場経営） 葬儀会館６月完成、それ以降と

の事でした ・ ・ 検討中、 書類未提出。

＊加藤敦子会員紹介 ・ ・ 林功さん（ガス配管業）2/5 祝・入会。

＊梅村篤会員紹介 ・ ・ 松原礼子さん （コンパニオン派遣業）

検討中。

＊西村努会員紹介 ・ ・ 山田真理子さん （不動産、 美容業）

書類未提出、 検討中。

＊尾關實津成会員紹介 ・ ・ 宇佐美太郎さん（インナーメーカー）

祝 ・ ７/１ 入会式。 ・ ・ 柳沢信吾さん （ドローン）書類未提出、

これからプッシュ！以上が現在までの経過です。

コロナウイルスの影響で検討中が増え、停滞を与儀なくされてい

ます、 これも致し方ありません。

５名の会員の皆様に８名の紹介を頂き、 林功さ んと今日、 入会

式の宇佐美さんの２名の入会が実現しました。

次期会員増強委員会の皆さんと紹介者の皆さんの連携で検討中

の６名の皆さんの入会実現に向けて強力なフォローアップをお願

い申し上げます。今期も “チャレンジ５０” の旗の下、 実現目指

して全会員の皆さんの一層のご協力をお願い申しあげます。


