Weekly Rep rt

２０２０～２０２１年度 Ｎｏ．２４

ロータリークラブ

２０２０-２１年度 Ｒ.Ｉ. テーマ

例会日 ： 毎週水曜日 １２ ： ３０～１３ ： ３０

創

クラブテーマ

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 TEL （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
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

～今までも、 これからも～

新型コロナウイルス感染拡大が続いているためマスクが欠かせな

例会報告

い状況になっています。

本日の例会 （第１８８７回） ４／１６ （金）

ここ最近マスク着用の人が多いからこそ感じる事として 「目は口ほ

◆６ＲＣ合同例会を開催致します。
ホ ス ト ： 名古屋北 RC
時 間 ： １２ ： ３０～１３ ： ３０
場 所 ： 名古屋東急ホテル ３Ｆ 「バロックの間」

どに物を言う」 があります。 少ない情報量だからこそ本能で察する
ことがあると思います。
例えば優しそうだとか、 怖そうだとか。
マスクをしていても空気感というのは伝わってくるものです。

次回の例会 （第１８８８回） ４／２１ （水）

「元気そう」 「何か良いことあったのかな！」 淀みのない清廉な目、

◆ゆったり例会を開催致します。

反対にどこか悲しそうな目。 疑っている目もあります。

第１８８６回例会記録 ４／７ （水） 晴
◆司
会 近藤 朗君
◆斉
唱 君が代／ＲＳ ・ 奉仕の理想
◆来 訪 者
北区子ども会育成連絡協議 会長 鈴木 潤子 様
北区役所民生子ども課
主査 松永 一則 様
主事 樋江井 香里 様

マスクをしているからこそ、かえって目立つ部分部分もあるかもしれ
ません。
目配せ、 目配り、 それぞれ意味は違っていますが言葉に頼らず、
相手が何を求めているかを察知する機能が目に備わっているのだ
と思います。 今回のマスク着用から学ぶものがあるなら目を鍛える
いい機会だと思います。
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1. 来る５月１６日 （日）、 北区子ども会大会が開催されます。
１８８４例会
１名中
１名
１００％

本日は、 北区子ども会育成連絡協議会 会長 鈴木 潤子様、
並びに、 北区役所民生子 ども 課 主査 松永 一則様、主事
樋江井 香里様 をお招きしております。
後程、 当クラブの社会奉仕活動の一環として北区子ども会大会
名古屋名北ロータリークラブ賞を会長よりお渡しして頂きます。

会長挨拶
副会長 尾関 正一

2. 次週４月１６日 （金） は、 ４月１４日 （水） の例会を変更して、 ６
ＲＣ合同例会となっておりますので、お間違えのないようお願い致
します。 ご出席の方はよろしくお願い致します。
日時 ： ４月１６日 （金） １２:３０～１３:３０
場所 ： 名古屋東急ホテル ３Ｆ バロックの間
3. 来る４月１８日 （日）、名鉄グランドホテルにて地区研修 ・ 協議会
（オンサイト） が開催されます。 ご出席の次期ガバナー補佐 梶
川久雄君、 次期分区幹事 加藤あつこさん、会長エレクト 香田
研二君、 次期幹事 加島光君は、当日どうぞよろしくいお願い致
します。 なお、 ４月２５日 （日） から５月３１日 （月） までオンラ

新型コロナウイルス感染拡大が続いているためマスクが欠かせない

インでの視聴が開始されます。

状況になっています。 ここ最近マスク着用の人が多いからこそ感じ

当クラブからは、次期クラブ奉仕委員長 足立陽一郎君、 次期

職業奉仕委員長 林

功君、次期社会奉仕委員長 祖父江佳

事業をやり ながら楽しみましょ う、人類を救うロータリークラブにな

乃さん、次期国際仕委員長 吉村知紗さん、次期青少年委員長

ろ う！ 000000 をテーマに掲げています。

梅村 篤君、次期親睦活動委員長 西村 努君、次期会計 渡

チェンジロータリーとは、「積極的に広報活動を行うことでロータリー

邉泰彬君を登録させていただきました。

クラブをもっと知ってもらう」 従来の日本人の美徳とされた奥ゆかし

オンラインでの視聴になりますが、 よろしくお願い致します。

さ陰徳からの変化が求められています。

4. 来る４月２２日 （木） に開催されますプロジェクト５０の出欠表を同

と く にこ の点は次年度会長を任せられた私も同じ考えとするところ

封致しました。 ４月１６日 （金） までにご提出をお願い致します。

で、ややすると自己主張の強い自身の短所と思われたところを名北

皆様のご参加お待ちしております。

ロータリークラブの 発展＝会員増強＝クラブの基盤強化のために

5. MY ROTARY のご登録がお済みでない方は、 各自ご登録をお

長所となるように努めてまいりたいと思います。

願い致します。 登録方法がご不明な場合は事務局までお問い

以下各種データを参考に現在のロータリークラブの現状分析、 対

合わせください。 パソコン ・ スマートフォンから登録が可能です。

策を示させていただきます。

6. ４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 110 円
（3 月 ： 106 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。

卓 話
「RI ・ 地区方針について ～ PETS より～」
香田 研二君

４月誕生日 ・ 結婚記念日
会員誕生日

配偶者誕生日

４月２２日 柴山 利彌君

４月 ５日 石黒

勉君ご夫人

４月 ６日 玉置 正樹君ご夫人

結婚記念日
先日上記日時・場所にて２０２１-22 年度会長研修セミナー（PETS）

４月 ８日 梅村

篤君

に参加し、 国際ロータリー及び地区ガバナー方針等研修してまい

４月 １８日 渡邉 泰彬君

りましたので報告します。

４月２９日 足立陽一郎君

４月１５日 梅田

渉君

４月２０日 岩田 滿治君

特に来年度は当名北ロータリークラブより梶川ガバナー補佐・加藤

ニコボックス

敦子地区幹事を輩出し、６ロータリー合同夜間例会の幹事クラブと
なります。 当名北クラブメンバーの皆様には次年度 ・ シャカール ・
メーター国際ロータリー会長、沓名２７６０地区ガバナーの方針を知
っておくことにより次年度当クラブの活動の一助としてお役立ていた

梅村美知容さん ステキな写真ありがとうございます。
宇都木 寧君

雲山から帰ってきました。

渡邉 泰彬君

結婚記念日を祝っていただきます。

だきたいと思います。
先ず、シャカール ・ メーター次年度 RI 会長はインド （西ベンガル
州） の方で、 「SERVE TO CHANGE LIVES」 （奉仕しようみん
なの人生を豊かにするために） を RI テーマに掲げています。
「もっと行動する ・ もっと成長する」 とし会員増加（１２０万人⇒１７か
月間で１３０万人） によるロータリーの参加基盤 （女性のエンパワメ
ント ・ 多様性、 公平性、 開放性） を広げる。
世界に奉仕しより大きなインパクトをもたらす。
次年度２７６０地区沓名ガバナー地区方針は、 ２つの世界的危機、
新型コロナウイルス、 環境問題を踏まえ 「チェンジロータリー 新
時代への成長に！ ～コロナゼロ ・ カーボンゼロ支援～」 大変な

【子ども会の皆様をお迎えして】
尾関 正一君 岩田 滿治君 近藤
杉浦 定文君 塚本
梅村

朗君 尾 關實津成君

隆君

玉置 正樹君 北村 紀子さん

篤君 梶川 久雄君

平子 明資君 入江由希子さん

伊藤 晋一君 香田 研二君

西村

努君 吉村 知紗さん

柴山 利彌君 加藤 昌之君

祖父江佳乃さん 加藤あつこさん

