
◆司　　    会　足立　陽一郎君

◆斉　     唱　ＲＳ・ 四つのテスト

◆来　訪　者　名古屋錦 RC　会長　植村　元雄君　他１名

第１８６５回例会記録  ７／８　（水）　  曇

本日の例会 （第１８６６回） ７／２２　（水）

次回の例会 （第１８６７回） ７／２９ （水）

◆クラブフォーラムを行います。 　

２０２０-２１年度　Ｒ.Ｉ. テーマ

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

出席会員数     ２７名

出席率  　７７.１４％

前々回訂正　　  １８６３例会

欠席会員　　　 　　 　３名中

MAKE UP  　　 １名

出席率訂正　　　 ９３.７５％

会長　遠藤　友彦

◆夜間例会及び I.D.M.

 ２０２０～２０２１年度 №３
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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

クラブテーマ

～今までも、これからも～
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出 席 報 告

会 長 挨 拶
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幹 事 報 告

例 会 報 告
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1. 来る７月２９日 （水）、 名古屋東急ホテルにて行われます夜間例

　 会及び I.D.M. の出欠票を同封致しましたので、 ７月２２日 （水）

   までにご提出下さい。

2. 次週７月１５日 （水） は、休会になります。 従いまして、次回例会

   は７月２２日 （水） となりますので、 お間違えのないようにお願い

   致します。 会場は、 ３階 「錦の間」 です。

3. ７月１５日に行われます、 プロジェクト５０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、 早急によろしくお願

   い致します。

4. ７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１０７円

   （6 月 ： 110 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。

会長　遠藤　友彦君
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クラブフォーラム
～本年度の運営方針～

君などがキーメンバーとして行かれました。

４０周年事業に関しましては、 また別に実行委員会より報告がある

と思いますので、 ご協力をお願い申し上げます。

さて、一週間前までは、 コロナコロナと関東でしたが、 この三～四

の東九州から、北九州そして本州へと大量の梅雨前線の雨雲によ

る豪雨災害は、 新聞もテレビも目が離せない状況です。

皆様におかれましても関係する方もおられると思いますが、 心配で

す。 まさに、 大災國日本です。 どうにかならないものでしょうか。

天の神様、 地の神様にお祈りするばかりです。

本日は錦 RC 会長植村様、 幹事福井様をお迎えしての、私としま

しては、 第２回目の挨拶です。 ごゆっくりお寛ぎ下さい。 一昨日、

錦 RC の長谷川周義君とお話していたら、 錦 RC は名北 RC１５周

年事業として創立されたと伺いました。

今年は、 名北 RC 創立４０周年の年です。 そういえば、 その頃北

RC の故浦野さんにしつこく子クラブ創立を薦められていました。

故吉村卯一郎さんや梶川君のおじさまの顔が浮かびます。

錦 RC へは、今年一回忌迎えます故長谷川正孝君や中川君青木



植村　元雄様、 福井　志保様　

４０周年おめでとうございます。本日は、何卒よろしくお願い致します。

渡邉　泰彬君　「日本のものすごい１０人の住職」 節談説教師祖父

江佳乃ご住職の稿典味深く読ませていただきました。

梅村　美知容さん　コロナと大雨大変です。 うちかちましょうね！！

【錦ＲＣ会長さんをお迎えして】

遠藤　友彦君　 　西村　　　努君　　平子　明資君　　尾関　正一君

岩田　滿治君　　足立陽一郎君　　塚本 　　 隆君　　梅村　　 篤君

杉浦　定文君　　西脇　良一君　　尾関實津成君　　河東　広樹君　

玉置　正樹君　　近藤　 　朗君　　梶川　久雄君　　祖父江佳乃さん　　

伊藤　晋一君　　林　　　　功君　 香田　研二君　　入江由希子さん

柴山　利彌君　　加藤あつこさん　吉村知紗さん　　
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ニ コ ボ ッ ク ス

まず会場設営委員会は会場監督指導の下、 例会を楽しく秩序正

しく、 品位のあり、 しかも一時間という限られた時間を効率的に運

営することです。

すでに各設営委員の皆様には上半期の当番表をお配りしてありま

すが、 例会開始５０分前までに会場内の席の設置、 例会次第をよ

く理解していただき、 スムーズに進行して頂きたいと思います。

さて、上半期には、９月２日 （水） ガバナー補佐訪問が、９月１５日

（火） には、 錦 RC との夜間例会、 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。 今年は、 この３RC 合同例会のホストクラブですので親睦委員

会場監督 ・ 会場設営委員会

ＲＩ会長ホルガ―クナール氏は、 本年度のＲＩテーマを 「ロータリー

は機会の扉を開く」－Rotary Opens Opportunities－として、 世界

へ発信しました。当２７６０地区北ＲＣ所属岡部努がガバナーは、地

区方針として 「行動するロータリアン！世界で何かよいことをしよう。

ロータリークラブの奉仕が世界の平和につながっていきます。」 とお

示しになりました。

この地区の方針をうけて、星川直志会長エレクトは 「継続」 とされ

コロナ騒動のなか入院されたのです。

継続の力なりと申します。我が名北ＲＣ会員各位が一つになり賢い

友情で結ばれる時 「力」 で発揮できるのでしょう。

それは見返りのない奉仕であり、具体的には会員の増強であります。

内外の奉仕活動を通して、 友情を深め、 広め、 友人を増やし、

ロータリーの友人を増やしたいと思います。

継続の 「継」 は糸ぐるまが四つもあります。

「いくつかの糸を二つずつ合わせてつないでいる」 ことで、 つなぐ

とか、 つながる意味になると示されています。

ロータリーの友情そのものです。

名北ＲＣ会員が一層の友情を深め一人でも多くの友人に我が名北

ＲＣを知っていただきましょう。

本年度は、 創立４０周年を迎える年でもあります。

コロナの影響で規模は小さくなり、内輪のみの会ですが、 この１０年

の歩みの記録だけは綴っていただきたいと思います。

また、 この頃には、 星川さんにも元気な挨拶がいただけると確信

いたしております。

国際奉仕委員会

会と連携してスムーズに進行するよう心掛けたいと思います。

そして１１月１７日 （火） 半田南 RC との合同例会等、 上半期は盛り

沢山の行事があります。

是非会員皆様のご協力を賜わりますよう御願い致します。

悲しい事にコロナウイルスがいつの間にか、

～になれますように、 という希望が～がおきませんように、 に変わ

ってしまう世の中になってしまいました。 悲しいことがおきなように

辛いおもいをしないように事をおこすのではなく、 事がおきないよう

願っています。 けれど本年度のテーマは 「ロータリーは希望の扉

を開く」 ということです。 歳を重ねて初めの一歩がふみ出せなく

なったのも事実だけれど、 その扉をひらけるように遠藤先生のおみ

ちびきのもと、 かなしみや、 くるしみ、 ふりかかるいっぱいを、 いや

すことのできる扉をひらけるように。

昨日は七夕です。

４つの糸 （真実、 公平、 好意、 友情） の糸のいとぐるまにかかっ

ています。

おりひめ様にその糸を奉仕という布におりなすように…

今までもこれからもよろしくお願い致します。

委員長　伊藤　晋一君

委員長　祖父江　佳乃さん


