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クラブテーマ

躍動 ～奉仕に学ぶ～

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 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 ： 香田 研二 幹事 ： 加島 光 会報委員長 ： 塚本 隆 題字 ： 遠藤 友彦

２０２１-２２年度 R.I. テーマ

など大変な厳しい時代が続くことが予測され、直近に迫った東京オ

例会報告

リンピックでさえまだどうなるか？？

■ 本日の例会 （第１８９３回） ７／１４ （水）

という不確定要素をもつ異例の事態が発生しています。

◆クラブフォーラムを行います。

この様な波乱な時代ですが、この ６月２９日 「日本経済」 の一面 ト

【本年度の運営方針について】

ップは 「景気、半年後拡大 ９ 割超」 国内主要企業社長１００人アン

スピーカー 会長 香田 研二君

ケートよりがでかでかと掲載されていました。

親睦活動委員会 委員長 西村

努君

米山記念奨学委員会 委員長 近藤

朗君

■ 次回の例会 （第１８９４回） ７／２１ （水）
◆クラブフォーラムを行います。

■ 第１８９２回例会記録

我が名北ＲＣに於いても、 若手№１の河東広樹さんが長き交際期
間を経て無事 「ご結婚」 されました。
また、 第 １ 回 の例会にて新会員 中島 宗幸 （なかじまむねゆき）
さんの入会式を執り行えます。

７／７ （水） 雨

司

会 伊藤 晋一君

斉

唱 君が代 ＲＳ／奉仕の理想

まさに僥倖 （ぎょうこう） を強く感じます。
河東さん 「ほんとに良かった。 正直言ってほんの少し心配してまし
た、 おめでとうございます」
中島さん 「ようこそ名北ＲＣに、 今後ともよろしくお願いいたします」
さて、クラブテーマは 「躍動」 ～奉仕に学ぶ～とさせて頂きました。

出席報告
会員数

３２名

昨年度の 「継続」 を引き継ぎ名北 ＲＣ全会員、老いも若きも ・ 男

前々回訂正 １８９０例会

性も女性も ・ 新婚も結婚生活に疲れた人も、 独身の方も全ての会
員が 「奉仕の精神に学び、 生き生きと活動していただきい」 との

欠席会員数

８名

欠席会員

出席会員数

２４名

MAKE UP

出席率

７５.００％

出席率訂正

１名中
０名
９６.４３％

会長挨拶

想いを込めさせて頂いています。
コロナなどぶっ飛ばすよう皆で 「躍動」 しましょう。

幹事報告
会長 香田 研二

1． 来る７月２８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２１日 （水）
までにご提出をお願い致します。
2． ７月２８日 （水） 夜間例会後に、 前会長 ・ 幹事慰労会を開催
致します。 受付にて名簿をご用意しておりますので、 出欠のご
回答をご記入下さい。

皆様、 改めまして ２０２１-２２年度名古屋名北 ＲＣ会長を仰せつかり
ました香田です。
さて、今年度も我が国及び世界中コロナ禍で人の移動 ・ 経済活動

誕生日 ・ 結婚記念日

新年度第１回例会

■ 会員誕生日
■ 配偶者誕生日
■ 結婚記念日

７月１８日 尾關 實津成君
７月 ５ 日 杉浦 定文君ご夫人
７月 ２ 日 杉浦 定文君

ニコボックス
杉浦 定文君

本日は友人の中島さんの入会式です。
これからもよろしくお願い致します。

中島 宗幸君 本日より入会させて頂きます。
新入会員ですので何卒よろしくお願いします。
【新年度第１回目の例会です。皆様コロナに負けず頑張りましょう。】

新会長・ 新幹事へ エンブレムの引き継ぎが行われ、 ２０２０-２１年
度会長 ・ 幹事へパストエンブレムが贈呈されました。

入会式
－ 中島 宗幸君が入会 －
入会式は、 杉浦ロータリー情報委員長が 「ロータリーの目的」 を
朗読したあと、中島新入会員が 「四つのテスト」 を朗読し、ロータリ
アンとしてそれらの遵守を誓約。ついで香田会長より 「ロータリーの
目的」、 「四つのテスト」、 バナーの贈呈並びにエンブレムの贈呈。
推薦者 杉浦 定文君からの紹介と中島さんより入会挨拶が行われ、
歓迎の拍手で入会式は終了致しました。

－ 中島さんのプロフィール －
中島 宗幸 （なかじま むねゆき） 君 （推薦者 ・ 杉浦 定文君）
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入会した中島君 （右より２番目）

香田 研二君 伊藤 晋一君

梶川 久雄君 足立陽 一郎君

西村

梅村

努君 林

功君

篤君

尾 關實津成君

渡邉 泰彬君 岩田 滿治君

平子 明資君 祖父江佳乃さん

尾関 正一君 玉置 正樹君

遠藤 友彦君 加藤あつこさん

近藤

柴山 利彌君 入江由希子さん

朗君 加島

宇佐美太郎君

光君

