
◆司 　　 会　加藤　昌之君

◆斉　 　唱　ＲＳ・ それでこそロータリー

◆来 訪  者　名古屋北ＲＣ　

　　　　　　 会長　矢形　修己君　他１名

第１８６６回例会記録  ７／２２ （水）  曇

本日の例会 （第１８６７回） ７／２９　（水）

次回の例会 （第１８６８回） ８／５ （水）

◆会員増強月間卓話　

◆スピーカー　杉浦　定文君　

例　 会 　日　 毎週水曜日　１２ ： ３０～１３ ： ３０　

例　 会 　場　 名古屋東急ホテル　中区栄 4 丁目 6番 8 号　（052） 252-8658

事　 務 　局　 名古屋市中区栄 4 丁目 6-3　岡崎ビル 2Ｆ　 

　　　　　　　 TEL （052） 253-9075　　FAX （052） 253-9076　

　　　　　　　 E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp

会員数 　　　３５名

欠席会員数 ８名

出席会員     ２７名

出席率    　７７.１４％

前々回訂正  １８６４例会

欠席会員　　   ０名中

MAKE UP     　　０名

出席率訂正　 　１００％

会長　遠藤　友彦

◆夜間例会及び I.D.M. を行います。

２０２０-２１年度 Ｒ.Ｉ. テーマ

NAGOYA-MEIHOKU ROTARY CLUB

会　　　 長　　遠藤　友彦

副　会　長　　尾関　正一

会長エレクト　　香田　研二　

幹　　　事　　渡邉　泰朗　

会報委員長　　塚本　　隆

創立 ： 昭和５６年３月４日

～今までも、これからも～

Attending the report 出席報告

会長挨拶message from the President

Secretary's Report 幹事報告

例会報告

 ２０２０～２０２１年度 №４

Meeting report

１． 次回例会 （７/２９水） は、午後５時３０分より例

　 会、 引き続き I. D .M.を名古屋東急ホテルにて

　 行いますので、 お間違えのないようお願い致

　 します。なお出欠票が未提出の方は、早急にご

　 提出いただきますようお願い致します。

２. 前年度のホームクラブ１００％出席会員は、 渡

　 邉泰彬君、 平子明資君の２名でした。

　 後程、 遠藤会長より１００％出席表彰をしてい

　 ただきます。

７月に入っても降りやまなぬ豪雨は今日は一服でしょうか！

南九州から北九州そして本州、 広島岡山、 そして岐阜下呂などに大水害

をもたらしました。 またなお止むことを知らぬコロナ被害。 今日は５３名

（愛知） と報じています。 被害にあわれた方、 犠牲になられた方々にお

見舞い申し上げます。 本日は、 北ＲＣから矢形修己会長、 大島嘉秋幹事が

おみえです。後ほどご挨拶をいただきます。ごゆっくりごつくろぎ下さい。

北ＲＣは名北ＲＣの親クラブです。４０年前の名北ＲＣ創立時からずっとお世

話になっております。 これからもよろしくお願いいたします。

また、 本クラブの渡邉君、 平子君の両名がホームクラブの出席率１００％

です。 おめでとうございます。 思い出すと、 当クラブ創立時代は全員が

出席率１００％でした。 特に故荒川産婦人科院長、 荒川博司君はメイクなし

の１０年間１００％出席でした。 休むことが苦痛でだれか欠席しようとして、

意識的に欠席されたのが、 星川君ではなかったかなあという思い出があ

ります。過日、祖父江佳乃女史より「日本のものすごい１０人の住職」（興山

舎） という本をいただきました。 その一人が真宗大谷派有隣寺住職、 祖

父江佳乃女史です。 歯切れのいいスピーチで皆さんを感動させていただ

いていますが、 今や東夷西戎、 予定をいただくのもむずかしい方です。

今はなきご父上は真宗大谷派宗会議負で、 ほじ京都でしたが晩年癌セン

ターに入院、 お見舞いした覚えがあります。 故祖父江省念師は節談説法

の第一人者で、 今佳乃さんが受け継がれています。

次に、 この本に出てくる愛西市浄土宗、 長谷雄蓮華師は檀家ゼロの寺を

檀家に千余軒にされた方だそうです。 私なら、 どうにもならんと逃げ出し

ます。 また群馬県の曹洞宗宝積寺住職、 西有孝裕師は忘れられた古刹を

信じられない数の人が、 参詣する寺にされたというおどろきの実話です。

今の坊主も案外捨てたものではないなあと思っていただけるのではない

でしょうか。 一言、 挨拶にかえます。

クラブテーマ



Club Forum
■本年度の運営方針

クラブフォーラム

梅村　美知容さん 本日はホワイトデーの果物ありがとうご

　　　　　　　　 ざいます。 （女性会員より）

【今日は北ＲＣの会長の矢形様、幹事の大島様をお迎えして】

遠藤 友彦君　岩田 滿治君　林　 　功君　塚本 　隆君

西脇 良一君　梅村　 篤君　西村 　努君　杉浦 定文君

平子 明資君　近藤   朗君　伊藤 晋一君　 尾関實津成君

柴山 利彌君　梶川 久雄君　尾関 正一君　加藤あつこさん

玉置 正樹君　加藤 昌之君　渡邉 泰彬君　祖父江佳乃さん

河東 広樹君　石黒  　勉君　吉村知紗さん　

会員増強委員長　杉浦　定文君

今年度会員増強委員長を拝命いたしました杉浦定文です。

今年度は昨年より始まったプロジェクト５０をより発展させ、何

とか今年度中に会員５０人の目標を達成したいと考えており

ます。従来の方法に加えて会員全員に紹介カードを配り、そこ

に我が名北ロータリーにふさわしい方を最低 1人紹介して頂

くという取り組みをしたいと思います。 またかつて会員であ

った退会者にも声をかけ、 条件が許せばまた戻って頂けるよ

うに、アプローチしていきたいと思っております。

皆様にはお願いすることばかりですがご協力のほどよろしく

お願いいたします。

ホームクラブ出席率１００％渡邉　泰彬君、 平子　明資君

親睦活動委員長　梶川　久雄君

ロータリー財団委員長　梅村　篤君

ロータリー財団よりお願いです。

（１） 寄付金について毎年年次基金１５０ドル ・ ポリオプラス３０ド

　　ルの計１８０ドルの寄付をお願いしておりました。

　　昨年は残念な事にご寄付を頂いた会員は約半数でござ

　　いました。 本年は、 ロータリー財団の主旨を御理解いた

　　だき、 全ての会員にご協力をお願い致します。

（２） 国際ロータリー財団からの地区補助金の上限１００万円が

　　あり、 昨年はカンボジアへ井戸の寄付をしましたが、 何

　　か良いご提案がありましたら、 是非お願い致します。

（３） グローバル奨学生は当クラブ創立以来４０年財団奨学生

　　を一人も出しておりません。

　　皆様からの推薦を宜しくお願い致します。

ニコボックスＮｉｋｏ Ｂｏｘ

今年度上半期の主な行事 ・ ・

＊７月２９日 （水） I.D.M.のアトラクトション、県芸大予定が出来

なくなりました。

＊９月２日 （水） ガバナー補佐訪問。

＊９月１５日 （火） には、 錦ＲＣとの合同夜間例会 （錦ＲＣホス

ト、 於ガーデンパレス）。

＊９月２３日 （水）には、 ガバナー訪問が３ＲＣ（守山 ・ 錦 ・ 名

北）合同で、 当ホテルにて行われます、 この３ＲＣ合同例会の

ホストクラブは、 名北ＲＣなので、ＳＡＡ、 会場設営委員会、と

連携してスムーズな進行を心掛けてまいります。

＊１１月１７日 （火） には、 ２ＲＣ（半田南、 名北） 合同夜間例会

が半田南のホストで半田 ・ 望州楼で行われる予定です。

今日の理事会でこの件が議題に上がり３密を避けるため延期

か、 会場変更をお願いする事になりました。

＊１１月２６日 （木） 開催予定の名北ＲＣ４０周年記念行事が中

止となりました。 来年になって、コロナの状況が収まっていれ

ば、３月１０日に４０周年記念夜間例会及びIDMを行う予定です。

以上が、 上半期の主な行事予定です。

会員皆様のご協力の程、 宜しくお願い申しあげます。


