
ROTARY CLUB OF NAGOYA-MEIHOKU

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

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

会長：遠藤友彦　幹事：渡邉泰彬　会報委員長：塚本隆　題字：遠藤友彦

Weekly Report

例 会 報 告

２０２０～２０２１年度 Ｎｏ．２０

ロータリークラブ

今までも、これからも

1. 本日は、北図書館、楠図書館　館長　冨田　浩一様をお迎えし

　　ております。 会員一同心より歓迎申し上げます。 どうぞごゆっく

　　りお寛ぎ下さい。 後程、 北図書館様、 楠図書館様へ図書寄

　　贈目録贈呈式を執り行います。 また、 冨田様には卓話をして

　　いただきます。 よろしくお願い致します。

2. 来る３月２４日 （水） に開催されます、 創立記念夜間例会の出

　 欠票のご提出は、 ３月１７日 （水） までとなっております。

3. 緊急事態宣言に伴い休会が続きましたので、再度下半期行事

　 予定を同封しております。 ３月１７日 （水） は休会の予定でした

　　が、通常例会にさせていただきます。

4. 来る３月１４日 （日） は地区大会となっております。ご出席の方

　　はよろしくお願い致します。

5. 来る４月１０日 （土） に予定しておりました、春の家族会は新型

　　コロナウイルス感染症拡大を考慮し、 中止となりました。

6. 来る４月１６日 （金） は、４月１３日 （水） の例会を変更をして、

　 ６ＲＣ合同例会となっております。通常の合同例会は、 夜間例

　会となりますが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、 短縮

　してお昼の例会となります。出欠票を同封いたしましたので、 ３

　月２４日 （水） までにご提出をお願い致します。

7. ガバナーエレクト事務所より、 会員の杉浦　定文君、 近藤　朗

　 君、 塚本　隆君へ 2021-2022 年度地区委員の委嘱状が届い

　 ております。 後程、 遠藤会長よりお渡しして頂きます。

8. ３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

　 （2 月 ： 104 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。

幹 事 報 告

会長　遠藤　友彦

会員数      ３３名

欠席会員数      ８名

出席会員数     ２５名

出席率 　　　　　 ７５.７６％

    前々回訂正　　 １８８０例会

    欠席会員      　　  ２名中

    MAKE UP             ０名

　　出席率訂正   　 ９３.３３％

例 会 報 告

◆司　　 　　会　　吉村　知紗さん

◆斉　　 　　　唱　　 国歌 ・ 君が代／奉仕の理想

◆ご 来 訪 者   北図書館 ・ 楠図書館　館長　冨田　浩一様

　　　　　　　　　 米山奨学生　韓　鈺さん　

　　　　　　　　　　　　

本日の例会 （第１８８３回）　　３／１７　（水）

次回の例会 （第１８８４回）　　３／２４　（水）

第１８８２回例会記録   ３／１０ （水） 晴

◆創立記念夜間例会及び I.D.M. を開催致します。

日　時　写真撮影１６ ： ００～ 受付 １７ ： ００～ 例会１７ ： ３０～

場　所　名古屋東急ホテル３階 「錦の間」

◆I.M. 実行委員会組織表について

出 席 報 告

会 長 挨 拶

のウイルスの友撃にみえてきます。 過日、 柴山君より疫病除けの

お守りをいただきましたが、 ようやく対応できる注射ができたようで

す。 ６５歳以上の老人からと伝えられていますが副作用が疑われ

ていますので、 ８７歳の老耄はゆっくり対応したいと思っています。

本日は、 北図書館館長冨田様をお

迎えして久しぶりの例会です。

明日で東北震災１０年、未だに癒えて

いないのに今度はコロナによる緊急事

態宣言の延長です。

皆さんは如何お過ごしでしたでしょうか。

このコロナの襲撃は日本のみならず全

世界にわたります。地球を支配してき

例会休会中も理事会やクラブ協議会はもたれ、県芸大や名古屋

市長へも４０周年記念事業の寄付金を手渡ししてまいりました。

特に渡邉幹事、 玉置社会奉仕委員長は、 ご苦労さまでした。

盛大な式典を予定していた、４０周年記念のパーティーも２４日の

夜間例会Ｉ.Ｄ.Ｍ. で仲間うちで祝いたいと思っています。

いよいよ春三月です。拙寺の庭で菜蕗薹を摘み、 朝飯の味噌汁

に浮かせ春の香りを楽しみました。



尾関　　正一君　　結婚記念日を祝っていただき。

渡邉　　泰彬君　　妻の誕生日を祝っていただきます。

梅村美知容さん　　女性会員よりちょっと遅いバレンタインデー

　　　　　　　　　　　　プレゼント。 いつもありがとうございます。 　　

北図書館 ・ 楠図書館

　　　　　　　　　　館長　冨田　浩一様

「最近の名古屋市図書館について」

きについてお話させていただきます。

初めに、既に１年以上続いておりますコロナ禍における名古

屋市図書館の状況です。

１回目の緊急事態宣言がありました昨年の３月～５月にかけ

ては、図書館も臨時休館をしておりましたが、現在、閲覧席

や学習室の席数制限はあるものの、図書の貸出等は通常の

取扱いとなっております。

しかしながら、対面読書サービスや幼児向けのおはなし会な

どの一部のサービスは現在も中止しているところです。

感染予防対策としては、図書やカウンター閲覧席等設備の消

毒、室内換気などを行い、来館者へのマスク着用、手指の消

毒や手洗いをお願いするとともに、３密を避けるため、長時

間の滞在をご遠慮いただくよう呼び掛けております。

今後は、withコロナの観点からどのような図書館サービスが

展開できるのかを検討してまいります。

次に、「なごやアクティブ・ライブラリー構想」についてお

話させていただきます。

これは、2017年から2026 年までの10年間の名古屋市図書館

の取り組みまとめたもので、特に、サービス網の再構築、具

体的には、図書館を中央館と３つのタイプからなる地域サー

ビス館に分け、市域を 5つのブロックに分けて各ブロック内

で地域サービス館を再配置してまいります。

また、直営と民間活力を組み合わせてサービスの拡充を図

ることとしており、指定管理者運営の図書館を令和４年度か

ら５館から９館に増やし、まずは千種区、東区、守山区、名東

区の第 1ブロックで施設の再配置を進めてまいります。

社会情勢が目まぐるしく変化する中、これからも市民の皆様

に満足いただける図書館サービスを目指してまいりますの

で、今後とも名古屋市図書館へのご理解、ご支援を賜ります

ようお願い申し上げます。

卓 　話

ニ コ ボ ッ ク ス

２月１１日　西村     努君ご夫人

２月１８日　渡邉 泰彬君ご夫人

１月２５日　尾關實津成君ご夫人

１月３１日　塚本　　　隆君ご夫人

３月１０日　香田 研二君ご夫人

３月１３日　西脇 良一君ご夫人

３月１９日　岩田 滿治君ご夫人

配偶者誕生日
３月１７日  梅村美知容さん

３月２０日　足立陽一郎君

３月２８日　梅田　　　渉君

会員誕生日

２月 ４日　尾關實津成君　

２月２７日　西脇　良一君　

３月　６日　遠藤　友彦君

３月２１日　尾関　正一君

３月２５日　加藤あつこさん　

結婚記念日

名北ロータリークラブの皆様こん

にちは。

名古屋市北・楠図書館の館長の冨

田と申します。

本年も北・楠図書館へのご寄附（ほ

んでキフ）をいただきまして、誠に

ありがとうございました。

本日は、名古屋市図書館の最近の動

贈　呈　式

米山奨学金授与式

米山奨学生　韓　鈺さん

北図書館 ・ 楠図書館　館長　冨田　浩一様

【遠藤会長　 久しぶりです。】

尾関　正一君　 平子　明資君　 梶川　久雄君 　加藤あつこさん　　

香田　研二君　　岩田　滿治君　　塚本　　 隆君   吉村　知紗さん

杉浦　定文君　　尾關實津成君　　足立陽一郎君　 北村　紀子さん　

玉置　正樹君　　西村　　　努君　　伊藤　晋一君　　祖父江佳乃さん

宇佐美太郎君　　柴山　利彌君　　加島 　　光君　　入江由希子さん

近藤　　 朗君　　加藤　昌之君　　河東　広樹君   　　　　 

　　誕生日 ・ 結婚記念日


