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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 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

率６０ ～ ７０％以上が１０月中に終了するなどの報道もあり 「地区大

例会報告

会」 の開催はまず大丈夫と思います。 我々名北 ＲＣ も親子クラブ

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

さて私と加島幹事は、 ９日 （金） に親クラブである名古屋北ロータ

■ 次回の例会 （第１８９５回） ７／２８ （水）
夜間例会及び I.D.M. を開催します。

■ 第１８９３回例会記録
司
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７／１４ （水） 晴

杉浦 定文君
ＲＳ／四つのテスト
名古屋錦ＲＣ 𠮷田 滋代さん 他 １名
中野 愛弓様、 鈴木 孝治様
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は２００５年と親クラブの北ＲＣさんを中心に錦ＲＣも含めて大樹育っ
たな、 と実感いたします。 ほど会長方針でも申し上げますが、 皆さ
ん少しこの会場の周りをみ渡してください。
本日４人のゲストをお迎えしていますが、 ４人増える都会場のテー
ブルが満卓になります。 是非このイメージをお忘れなく会員増強も
意識お願いします。最後に当クラブ若手№１の河東さんが無事ご成
婚されました。 （前例会ご欠席でしたので） 改めてお祝い申し上げ

前々回訂正

欠席会員数

リーにご挨拶に行って参りました。
名古屋北ＲＣは創立１９５９年、 同日訪問の守山ＲＣ１９７１年、 葵ＲＣ

出席報告
会員数

として全面的協力を会員皆さんよろしくお願いします。

１８９１例会
２名中
０名

出席率訂正

９３.３３％

ます。 おめでとうございます！
（長い交際と聞いていましたので安心しました ・ ・ ）

幹事報告
１. 次回例会 （7/28 水）は、昼間の例会を変更して、夜間例会及び

会長挨拶

I.D.M. が開催されますので、お間違えのないようお願い致します。

会長 香田 研二

２. 北区暴力追放協議会より、 直前会長の遠藤 友彦君へ感謝状
が届きました。 後程、 贈呈式を執り行います。
３. クラブ計画書が出来上がりましたので、 お持ち帰り下さい。

地区大会ＰＲ

皆様今日は、お昼のニュースで北陸は梅雨明け （平年より９日早く）
と言っていましたが名古屋は曇天模様で蒸し暑いです。
本日は、 親子クラブであ られる 錦ロータリークラブより、吉田会長・
鈴木幹事がお越しになり、 会長ゲストとして株式会社スズソウの鈴
木さん、 株式会社駿栄社 ・ 月間なごやかの中野さんをお招きして
います。 後ほど吉田会長 ・ 鈴木幹事より今１１月６ ・ ７日の 「地区

名古屋錦ＲＣより、会長 𠮷田 滋代様、 幹事 鈴木 右様がご来

大会」 のご案内を頂きます。 私事ですが昨日コロナワクチンを接

訪されました。𠮷田会長よりご挨拶をしていただき、 本年度、 名古

種してまいりました。 みずほ総研によると愛知県コロナワクチン接種

屋錦ＲＣがホストとなる地区大会のＰＲをしていただきました。

クラブフォーラム

本年度の運営方針

米山記念奨学委員会
委員長 近藤 朗君

本年度の運営方針
会長 香田 研二君

２０２１-２２年度、 米山記念
奨学委員会委員長を拝命
本日先程、錦ＲＣ様から地

致しました近藤朗です。

区大会ＰＲがございました

年度は、 奨学生の受け入

が、 我々は、ご存じの通り、

れがありません。 そこで、 委員会の方針としましては、 「地区の方

親子の関係でございますの

針を把握し、 これを共有する」 ということと、 「米山奨学生制度そ

で、ぜひ全員登録のご協力をいただければと思います。
第 １号ウィークリーの方に掲載させていただいておりますが、今年度
の地区のテーマは、 「SERVE TO CHANGE LIVES」 「奉仕し
ようみんなの人生を豊かにするために」 です。
今、コロナということで各種、 世界中に影響が及んでおります。
みずほ総研によると愛知県コロナワクチン接種率６０～７０％以上が
１０月中に終了するなどの報道もありましたので、 本年度は、生き生
きと動き回る、 働き回る。 そういう年にしたいです。
題材的に大きな躍動をして外 に向かって活動 をしていただきたい
です。「外向き」⇒クラブの対外的活動としての職業奉仕 （職業人
として専門的な知識 ・ ノウハウを通じての地域社会への奉仕活動）
外に向かって発信すれば 「名北っていいクラブだね」 等良いイメ
ージを持っていただければ、 会員増強にもつながると思います。
会員皆さん、 「 外に向かって」 をキーワードに、 ご協力をお願い
致します。

のものの理解を深める」 ということとなります。
今現在、 上記の趣旨で考えてみますに、 私がグローバル奨学生
の委員会で体験したことが思い起こされます。
グローバル奨学生につきましては、 皆さまのご理解を頂き、 当クラ
ブがホストとなり、 大西さんを、 ジョンズホプキンス大学にお送りす
ることができました。 ありがとうございました。
その奨学生の選考等の過程で、 志のある若い人たちが、 時代の
空気を鋭く感じて、 積極的に選択している姿を多くみました。
前の大西さんも、 ジョンズホプキンス大学で、 公衆衛生学を学び
たいとのことでしたし、 その他の候補の方も、 「世界には、 未だに、
医学に対する偏見を持ち続ける地域があり、 そこで、 首長にあた
る人と信頼関係を結んで、 理解を得、 予防接種等を受けてもらえ
るような活動をしたい。」 とおっしゃる方がいらっしゃいました。
米山奨学生の制度は、 伝統があり、 受け入れる我々も、 従前の
方法にしたがって、 しっかり受け止めることが可能です。
他方、 コロナ禍の中、 日本の大学の授業の方法も、 受け入れる

本年度の運営方針
親睦活動委員会
委員長 西村 努君

体制も、 変容しています。 何より、 留学生が、 日本に来ること自
体も、 困難となっている。 そんな中、 若い皆さんは、 それぞれの
将来を見据え、 これまでとは異なった考えを持っていくのでしょう。
私は、 そのような変容にも耐えつつ、 これまでの良さを生かせる制

親睦活動委員会は、 会長

度であって欲しいと思い、 協力していきたいと思っております。

のテーマ 「躍動」 のもと、会
員間の親睦を深めるのみで

ニコボックス

はなく、日頃、仕事やロータ
リー活動に理解と協力 して戴いているご家族の皆様との親睦も深

遠藤 友彦君 中野さんをお迎えして。

める活動を行ってまいります。 また、 姉妹クラブや、 他のクラブとの

渡邉 泰彬君

今日から蝉が鳴き始めました。

交流による相互理解、 友情の形成などの活動も行ってまいります。
今年度も、 コロナウイルスに十分に配慮しながら、 会員の皆様と楽

𠮷田滋代さん
鈴木
右君

名古屋錦ロータリークラブです。本日は 大変お世
話になりますが、 よろしくお願い致します。

しい親睦行事を行ってまいりますので、 何卒経験豊富な諸先輩方

尾関 正一君

ニコボックスご協力ありがとうございます。

の、 ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

【本日は錦ＲＣ𠮷田会長、 鈴木幹事をお迎えします。】

以下に、 今年度の活動予定をご報告申し上げます。

香田 研二君

杉浦 定文君

岩田 滿治君

足立陽 一郎君

１． IDM 前期 ・ 後期に、 それぞれ１回、 開催

塚本

隆君

加島

光君

石黒

勉君

加 藤あつこさん

西村

努君

梅村

篤君

梶川 久雄君

祖父江佳乃さん

平子 明資君

伊藤 晋一君

玉置 正樹君

吉村 知紗さん

中島 宗幸君

柴山 利彌君

林

宇佐美太 郎君

近藤

宇都木 寧君

加藤 昌之君

２． ゆったり例会を前期 ・ 後期にそれぞれ１回、 開催
３． 家族忘年会と春の家族会を開催
４． 会員 ・ 配偶者の誕生日、 結婚記念日の祝福
５． 例会のビジター受付 ・ 案内
以上ですが、 今年も、 プロジェクト５０、新人会をフォローしてまい
りますので何卒宜しくお願い申し上げます。

朗君

功君

河東

広樹 君

