
◆司　　 　　会　 　伊藤　晋一君

◆斉　　 　　唱　　 国歌 ・ 君が代／奉仕の理想

◆ゲス ト紹介　　米山奨学生　韓　鈺さん

国際ロータリー第２７６０地区　東名古屋分区　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガバナー補佐　中村　公彦様

国際ロータリー第２７６０地区　地区副幹事　　　杉浦　秀一様

国際ロータリー第２７６０地区　東名古屋分区　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　分区幹事　　　 　橋本　節生様

　　　　　　　　　　　　

本日の例会 （第１８７０回）　　　９／２３ （水）

次回の例会 （第１８７１回）　　　９／３０ （水）

第１８６９回例会記録   ９／２ （水） 晴

例 会 報 告

◆岡部ガバナー公式訪問が行われます。

会員数      ３５名

欠席会員数      ７名

出席会員数     ２８名

出席率 　　　　　 ８０.００％

    前々回訂正　　 １８６７例会

    欠席会員      　　  ４名中

    MAKE UP             ０名

　　出席率訂正   　 ８５.１９％

会長　遠藤　友彦
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例会日 ： 毎週水曜日　１２ ： ３０～１３ ： ３０　創立 ： 昭和５６年３月４日　

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　

（０５２） ２５３-９０７５　　FAX （０５２） ２５３-９０７６　E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp

会長 ： 遠藤　友彦　　幹事 ： 渡邉　泰朗　　会報委員長 ： 塚本　隆　　題字 ： 遠藤　友彦
今までも、 これからも

出 席 報 告

◆クラブフォーラムを行います。
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ロータリークラブ ７Ｎｏ．

幹 事 報 告

１． 本日は、東名古屋分区ガバナー補佐　中村　公彦様、地区副幹

　　事杉浦 秀一様、東名古屋分区分区幹事　橋本 節生様をお迎え

　　 しての例会です。会員一同心より歓迎申し上げます。

  　後ほど、ガバナー補佐の中村様にご挨拶並びに卓話をしていた

　　 だきます。その際に、 同封致しました地区大会開催概要のご案

　　 内をお手元にご用をお願い致します。 尚、 例会終了後クラブ

　　 協議会を開催致しますので、ご出席の方は、 「調の間」 にお集

　　 まり下さい。

２.  来る９月２３日（水）は当クラブホストによる３ＲＣ（守山・ 錦・名北）

　　 合同の岡部ガバナー公式訪問となっております。本日出欠票を

　　 同封致しましたので、 ９月９日 （水） までに受付、 またはＦＡＸ

　　 にて事務局までご提出をお願い致します。

３． 次回例会は、例会変更をして９月１５日（火）に名古屋錦ＲＣとの

　　 合同夜間例会及び懇親会となっておりましたが、新型コロナウイ

　　 ルスの感染防止、 参加者の健康・ 安全面を第一に考慮した結

　　　果、 合同例会を中止させていただくことになりました。

     ご理解のほど宜しくお願い致します。

会 長 挨 拶

本日は、 中村ガバナー補佐をお迎えしての例会です。 久しぶりに

お目にかかって、親しくお話をお聞きすることができ幸せに存じます。

また、 米山奨学生の韓鈺さんもおみえになっています。

後ほど、奨学金を授与したく存じます。

昨日９月１日は拙納数え年で８６歳の生日でした。

一首拈りましたので紹介し、 挨拶に代えます。

生日偶成

無作無為にして　月日流れ

閑余　数刻　手談して遊ぶ

生平　出でず　東堂の裡

八十六年　初度の秋

無作無為　――　なにもしないこと。

手談　　　　――　囲碁を打つこと。

東堂　　　　――　隠居のこと。

（七言絶句十一尤の韻）

（徠風は拙納の雅号）

む　　さ　　む い

しゅだん

と う どう



中村　公彦ガバナー補佐様、橋本　節生分区幹事様、 杉浦　修一

地区副幹事様　お久しぶりです。

梅村　美知容さん　久しぶりにお会いできて嬉しいです。

韓　鈺さん　毎回多業界の方々と会えることを期待しています。

林　功君　８/３１ （月） に６２歳になりました。 ありがとうございました。

【中村ガバナー補佐様、分区幹事様、地区副幹事様をお迎えして】

遠藤　友彦君　　加島　　 光君　　岩田　滿治君　　渡邉　泰彬君

尾関　正一君　　平子　明資君　　近藤　　 朗君　　北村紀子さん

梶川　久雄君　　西村　　 努君　　西脇　良一君　　塚本　 　隆君

尾關實津成君　　杉浦　定文君　　梅村　　 篤君　　祖父江佳乃さん　　　

伊藤　晋一君　　玉置　正樹君　　石黒　　 勉君　　入江由希子さん

香田　研二君　　加藤　昌之君　　足立陽一郎君　 　加藤あつこさん　　　

柴山　利彌君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会 長 幹 事 懇 談 会

卓　話

国際ロータリー第２７６０地区　

　　　　　　　名古屋分区　ガバナー補佐　中村　公彦様

まずは、コロナ禍での新スタイルのクラブ運営をせざる負えない中で

すがガバナー補佐例会卓話の機会を頂きまして感謝申し上げます。

遠藤会長、 渡邉幹事はじめクラブ執行部の方々には頭が下がる思

いであります。また創立40 年の歴史をお迎えされますこと心よりお慶

び申し上げます。 先程は例会前での会長・幹事懇談会をさせてい

ただきました。 名古屋名北ロータリークラブの特色などお聞かせい

ただけまして貴重な機会を頂きました。

私のミッションは、本来クラブの皆様にホルガ―・クナークＲＩ会長と

岡部ガバナーの方針並びに思いを伝えクラブ運営の中でのお困り

ごとなどお伺いし、 ガバナーにお伝えすることが私の使命です。

４.　９月９日（水）、９月１６日（水）は休会となります。従いまして次回例

　　会は９月２３日（水）のガバナー公式訪問となりますので、お間違え

　　 のないようにお願い致します。

５.　２０２０年７月豪雨災害(福岡 ・長崎 ・ 佐賀) の義援金を当クラブ

　　 からも寄付することになりました。受付にてお一人１０００円を集め

　　させていただきます。 ご協力よろしくお願い致します。

６.　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 ： 105 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。

ホルガ―・クナークＲＩ会長は今年度のテーマとして 「ロータリーは

機会の扉を開く 」 とし年代を超えてロータリークラブがやるべき使命

や今後そのクラブがやるべきビジョンを創ることが求められています。

誰にもリーダーシップの機会を与えてくれるのもロータリーの素晴ら

しさです。私たちの活動がどこかの誰かのために機会の扉を開いて

います。 岡部ガバナーは地区方針として 『行動するロータリアン！

世界で何か良いことをしよう、 Together ！』 です。

また 6 つの地区行動指針は以下の通りです。

１． クラブはロータリーの中心。 クラブの活性化を図ろう。

２． ロータリーフアミリーとの連携強化をしよう。

３． オンライン ・ ツール、 リソースの活用をしよう。

４.　会員増強をしよう。

５． ロータリー賞へ挑戦しよう。 （地区便覧 10－11 ページ参照）

６． 国際大会へ参加しよう。  （台湾台北市：2021年 6月12日～16日）

ガバナーからのクラブへのお願い事項です。

１． 地区大会への１００％全員登録運動にご協力ください

　　 （2021 年 3 月 14 日開催）

２． ローターアクトとの共同事業に手を挙げてください　

３． DDF を活用して下さい （新型コロナ関連にも！）

４． 会員増強に 「衛星クラブ」 を検討してください

５． クラブ戦略委員会設置をお願いします (5 年先ビジョン）

６． クラブ研修委員会の設置 （炉辺会合も可）

７． 米山奨学生への支援をよろしくお願いします

８． 財団への寄付にご協力ください。

詳細説明はパワーポイントでの資料にかえさせていただいます。

本日はありがとうございました。

ニ コ ボ ッ ク ス

橋本分区幹事　香田会長エレクト　渡邉幹事　尾関副会長　加島副幹事

　　　　　　杉浦地区副幹事　遠藤会長　中村ガバナー補佐

例会前に会長幹事懇談会が開催されました。


