
会長　香田　研二

本日の例会 （第１９０４回）　 １１／１０　（水） 

次回の例会 （第１９０５回）　 　１１／１７　（水） 

第１９０３回例会記録　 １０／２７ （水）　晴　
司　　　　 会　 杉浦　定文 君

斉　　　 唱 　　ＲＳ／日も風も星も

【ロータリー財団月間卓話】

スピーカー　　グローバル奨学生 ・ 平和フェロー委員会 

　　　　　　　　 副委員長　近藤　　朗 君

題　　　　名　 「ロータリー財団プログラムについて」

２ＲＣ（半田南 ・ 名古屋名北）合同夜間例会及び懇親会

受付　１７ ： ００～　例会　１７ ： ３０～　懇親会　１８ ： ００～

場所　名古屋東急ホテル　３階 「バロックの間」
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朝夕涼しくコート着ようかな、 と思う日々です。愛知県のコロナ感染

者も昨日３５人（名古屋９人）ただ先週より２０人増加と一時に比べる

と激減していますがまだまだ油断禁物の状況です。 来週３日水曜

日は文化の日となり休会となりますので本日お話をさせて頂きます。

１１月６日 ・ ７日は２７６０地区地区大会です。

ご存じの通り今大会は我が名北ＲＣの子クラブ錦ＲＣさんがホストク

ラブでの開催となります。 ７月２７日、 加島幹事と錦ＲＣ訪問しまし

たがその時吉田会長が 「中山実行委員長をはじめ全クラブメンバ

ーで一丸となりこの大役に臨みコロナ禍の中前代未聞の試行錯誤

の中成功を目指し頑張ってきています。

万一コロナの影響で大会が開催できなくなってしまったらどうしよう

・ ・ ・ 」 と声を詰まらせておしゃってました。

先に申し上げた通りコロナ感染状況も沈静化しておりほぼ確実に開

催できそうですで何よりです。私も名北 RC 会長として 「よかったで

すね。 錦ＲＣの皆さんのご尽力に心よりお礼申し上げ成功を祈念し

ています」 我ら名北ＲＣも全員登録してますし指定席となっていま

すのでの 7 日には皆さん振るって参加お願いします。

さて秋の夜長暇つぶしでＧｏｏｇｌｅ見てましたらまたまた気になるニ

ュースが目に留まりました。

「実は北朝鮮にも及ばぬ世界最下位。

国民が知らない不都合な真実」 との題名ですが、 これは米国外

交問題評議会が発行する外交・国際問題専門誌 「フォーリン・ア

フェアーズ」 に掲載されました。 因みに同誌は英国 「エコノミスト」

と並ぶ大きな権威 ・ 実績のある専門誌です。 これは 「日本への

海外からの直接投資の対ＧＤＰ比率は、 １９６か国中北朝鮮にも及

ばぬ世界最下位」 との記事です。 中国を始め各国は外資導入に

様々な国家プロジェクトを用意し血眼になりアピールし事実中国・イ

ンドなど新興国は目覚しい経済成長率を示しています。

ＧＤＰ世界３位 ・ 対外債権 （資産）世界１位のこの日本には世界の

誰もが直接投資をしない。 との衝撃的な事実です。

具体的数値は海外直接投資 ：ＦＤＩ　ＧＤＰ比率　日本４.４％　韓国

１４％　東欧諸国 （旧ソ連圏８か国平均） ５５％　一般的富裕国平均

28％です。 私の愛読紙日本経済新聞すら書いていない記事で正

直びっくりしました。 無論 NHK でも各新聞 ・ 雑誌でも全く報道され

ていないとの事らしく外資＝ハゲタカファンド・敵対的Ｍ＆Ａなど悪

い負の側面の固定観念・島国根性に捉われた閉塞的国民性を考

えさせられる記事でした。

私達ロータリークラブは世界組織です。

折角ロータリアンになったからには世界の情報に接し世界の趨勢を

学び我が国 ・ 地域 ・ 個人的にも成長していきたいものです。

例 会 報 告

会員数   　３３名　 前々回訂正　 　 １９０１例会

欠席会員数 　　６名　 欠席会員      　　 　２名中

出席会員数       ２７名　  MAKE UP             ０名

出席率 　　　　　８１.８２％　  出席率訂正    　　 ９２.８６％

出 席 報 告

会 長 挨 拶



１． 本日は、地区委員会へ出向しております、グローバル奨学生 ・

   　平和フェロー委員会 副委員長 近藤　朗君にロータリー財団月

　　　間の卓話をしていただきますので、 よろしくお願い致します。

２． ロータリー財団１８０ドルの寄付についてです。

　　　１１月お支払いで申込をいただいた方に、請求書を同封させて

　　 　いただきました。 １１月２２日 ( 月 ) までに、 専用振込口座へご

　　 入金をお願い致します。

　　 ※ご入金の確認ができましたら、ロータリー財団へ送金いたしま

　　  すので、 よろしくお願い致します。

　　 ※個人寄付の場合は、 必ず個人名でお振込み下さい。

　　 ※振り込み名義で法人寄付 ・ 個人寄付か判断をさせていた

      だきます。

３． 次週１１月１７日 （水） は、 ２ＲＣ（半田南 ・ 名北） 合同夜間例

　　 会及び懇親会が名古屋東急ホテルにて開催されます。

　　 出欠のご回答がお済みでない方は、本日中に事務局にお知ら

　　 せくださいますようお願い致します。

４． 来る１２月１１日 （土） に予定しておりました家族忘年会は、コロ

　　　ナウイルス感染拡大防止の為、 本年度は中止とさせていただ

　　　きます。 １２月８日 （水） に名古屋名北ＲＣ会員のみの忘年会

　　　を志ら玉にて開催いたします。

　　　本日、出欠票を同封いたしましたので、 １１月１９日 （金） まで

　　　に受付または、ＦＡＸ（052-253-9076） にてご提出をお願い致

　　　します。

５． １１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 114

      円 （10 月 ： 112 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。

ガバナー補佐報告

ガバナー補佐　梶川　久雄

幹 事 報 告

１０/２７　－東名古屋分区１２ＲＣ・ ガバナー補佐訪問報告－　

実施時期 ： ８月 /２ＲＣ、 ９月 /７ＲＣ、 １０月 /３ＲＣ実施された。

【開催方式】

会長幹事懇談会 ： 会長、副会長、幹事、会長エレクト、副幹事、G

　　　　　　　　　　　　補佐、分区幹事、地区スタッフ、 参加者計８名

ZOOM例会実施 ： ２ＲＣ/ 守山ＲＣ、 錦ＲＣ

例会無し ： ９ＲＣ

通常例会開催 ： １０月開催３ＲＣ

クラブアッセンブリー ： 会長幹事懇談会メンバーで実施９ＲＣ

通常クラブアッセンブリー ： １０月開催３ＲＣ

【各クラブ訪問報告】　

（１） 名古屋守山ＲＣ８月１８日（水）名古屋マリオットアソシアホテル

創立 ： １９６４/２/２９ （５８周年）　会員数 ： ５７名 （内女性８名）

年齢 ： ８２.９～３９才 （平均５６.２才）

◆各奉仕活動

ＩＡＣ： 無し　ＲＡＣ： 名古屋名城ＲＡＣ　ＲＣＣ： 名古屋守山ＲＣＣ

◇本年度の主要プロジェクト　

①地区補助金事業 （小幡緑地冒険遊び場の会主催のイベント支

援） ②例会開催に関する新しい試み（詳細は不記載）海外提携Ｒ

Ｃ・台北北薪ＲＣ（台湾）は、来年創立２０周年を迎え、３月８日の創

立２０周年記念行事に守山ＲＣ全員で参加すると宣言されてます。 　

（２） 名古屋東ＲＣ　８月３０日 （月） 名古屋観光ホテル

創立 ： １９５９/５/２１ （６３周年）　会員数 ： ７４名 （内女性０名 ）

年齢 ： ９４～３７才 （平均６４.０５才　４/１現在）

◆各奉仕活動

ＩＡＣ： 桜花学園高等学校 ＩＡＣ（東・千種・昭和）、名経大市頓高

等学校 ＩＡＣ設立提唱開始 （東 ・ 名北） 新規設立並びに加盟認

証伝達式２０２１年１０月３０日 （土）

ＲＡＣ： 桜花学園大学名古屋短期大学ＲＡＣ設立提唱開始 （東、

昭和 RC）

◇ＲＩグローバル補助金を活用したプロジェクト

インド・プネー地区の「明日の会」への活動支援。 他に多くの奉仕

活動も実施されているが、紙面の都合上、以上とさせてもらいます。

（３） 名古屋名北ＲＣ　９月１日 （水） 名古屋東急ホテル

創立 ： １９８１年３月４日 （４１周年） 詳細記載省略

（４） 名古屋昭和ＲＣ　９月６日 （月） 名古屋東急ホテル

創立 ： １９９２年５月１４日 （３０周年）

会員数 ： ４８名 （内女性４名）。

年齢 ： ８４～４１才 （平均６３才　４/１現在）

◆各奉仕活動

ＩＡＣ： 桜花学園高等学校ＩＡＣ　１０年以上前から。

ＲＡＣ： 桜花学園大学名古屋短期大学ＲＡＣ（東、 昭和、 千種）、

今年８/２１発足。

◇本年度の主要プロジェクト　

「家族ふれあいウオーキング昭和」 ・ＩＡＣと合同行事。

（５） 名古屋錦ＲＣ　９月７日 （火） 名古屋ガーデンパレス

創立 ： １９９６年４月１６日 （２６周年）

会員数 ： ３４名 （内女性１０名）。

年齢 ： ８６～３９才 （平均６５才　７/１現在）

◆各奉仕活動　ＩＡＣ、ＲＡＣ 、ＲＣＣ等無し。

◇本年度の主要プロジェクト　

（1） 子供農業体験 ・ 交流会 （９/２２、 １/２７、 ５月予定）

　　　９月と１月は、 地区補助金事業。

（2） 東日本大震災被災地支援事業 ・ ４件の支援事業。

　　　以上 2PJ 詳細報告済み、 記載省略。



年齢 ： ８５～３７才 （平均６４才）

海外提携ＲＣ　普信閣 RC （韓国、 ソウル）

◆各奉仕活動

ＩＡＣ： 愛知県立千種高等学校ＩＡＣ

ＲＡＣ： 名古屋名城ＲＡＣ

ＲＣＣ： 愛知こども応援ＲＣＣ（今期中に提唱取り消し予定）

◇本年度の主要プロジェクト　

地区補助金事業を活用し 「視覚障害者を支える盲導犬を学ぶ」

を実施、こども食堂への支援、坂本精志さんによる新会員研修等。 　

（１０） 名古屋北ＲＣ　１０月１日 （金） 名古屋東急ホテル

創立 ： １９５９年５月２１日 （６３周年）

会員数１００名 （内女性０名）

年齢 ： ９７.２～４６.１０才 （平均６３才）

海外提携ＲＣ： 台北西北ＲＣ

◆各奉仕活動　ＩＡＣ、ＲＣＣ無し

ＲＡＣ： 名古屋名城ＲＡＣ　　名古屋インターナショナルＲＡＣ設立

◇本年度の主要プロジェクト　

会員数１１０名を目指す、 他５項目。

（１１） 名古屋葵ＲＣ　１０月７日 （木） ホテルメルパルク名古屋

創立 ： ２００５年５月２３日 （７周年）

会員数 ： ２０名 （内女性３名）

年齢 ： ６９～３４才 （平均５２.９４才）

◆各奉仕活動　ＩＡＣ、ＲＣＣ無し

ＲＡＣ： 名古屋名城ＲＡＣ

◇本年度の主要プロジェクト　

「本年度は、 コロナ禍のために外部への事業は、 縮小し新入会員

も含めた、 クラブの再構築にまい進する。」 との事。

（１２） 名古屋アイリスＲＣ　１０月１３日 （水）ＡＮＡグランコートホテル

創立 ： ２０１３年６月５日 （９周年）

会員数 ： ２９名 （内女性１４名）

年齢 ： ８７～４０才 （平均５９才）

◆各奉仕活動　ＩＡＣ、ＲＣＣ無し

ＲＡＣ： 名古屋名城ＲＡＣ

◇本年度の主要プロジェクト　

（１） 名大小児科病棟支援の継続

・ ２０１８　プラネタリウム

・ ２０１９-２０　クラウド

・ ２０２０-２１　病棟へｉＰａｄとオンライン教育支援端末機器を寄付。

（２） 地域支援 ・ 金山周辺への奉仕活動を模索中。

以上が、 名古屋東分区１２RC のガバナー補佐訪問記であります。

１０人１０色といいますが、 １２ＲＣ１２色であります。

大変良い勉強をさせてもらいました、 誠にありがとうございました。

今後のＲＣ活動に活かせて行こうと思っております。

（６） 名古屋千種ＲＣ　９月１４日 （火） 名古屋東急ホテル

創立 ： １９８２年８月１６日 （３９周年）

会員数 ： ３１名 （内女性３名）

年齢 ： ８３～４７才 （平均６７才　７/１現在）

◆各奉仕活動

ＩＡＣ： 桜花学園高等学校ＩＡＣ（千種、 東、 昭和）

ＲＡＣ： 名古屋名城ＲＡＣ

◇本年度の主要プロジェクト　

・ 花壇ＰＪ： 地域小学校花壇１～２校。

・ こども食堂支援ＰＪ

・ パラグアイオニバス育成支援、 東山植物園、 足掛け

７年、 直径８５ｃｍにまで成長した。

◆国際奉仕活動

・ 「キャンヘルプタイランド」 の活動支援 （タイ ・ およびカンボジア

への奨学金、 給食支援等） （２０年継続）。

・ 小学校へＷＣ贈呈等。 　

（７） 名古屋東山ＲＣ・ 9/16 （木）、 ストリングスホテル名古屋

創立 ： １９６６年９月１９日 （２５周年）

会員数 ： 22 名 （内女性６名）

年齢 ： ８４～４５才 （平均６１.４才）

◆各奉仕活動　ＩＡＣ、ＲＡＣ 無し

ＲＣＣ： 名古屋東山ＲＣＣ

名古屋東山ＲＣＣ

「愛知池友の会」 「AJU 車いすセンター」 への継続的支援。

「愛知池友の会」 主催の （桜まつり） 協賛

４養護施設対抗ボーリング大会 / 寄贈６０万円等。

（８） 名古屋和合ＲＣ９月２２日（水）名古屋マリオットアソシアホテル

創立 ： １９７２年３月１５日 （５０周年）

会員数 ： ８６名 （内女性０名）

年齢 ： ９４～３９才 （６４才）

◆各奉仕活動　ＩＡＣ、ＲＡＣ 無し

ＲＡＣ： 名城ＲＡＣ

◇本年度の主要プロジェクト　　

創立５０周年記念事業　令和４年４月２７日 （水）

愛知県芸術劇場 「アジアのロータリーを繋ごう！」

″One  Asia  One  Rotary” をテーマに２０２６年９月開催の愛知 ・

名古屋アジア競技大会には、 ４５ヵ国の参加。

アジアのロータリーとつながりアジア大会を盛り上げようという企画。

足掛け５年にわたるプロジェクト。

八神純子さんを招いてキックオフコンサート。

令和４年６月１５日 （水） 創立５０周年記念式典　名古屋観光ホテル

にて開催予定。

（９） 名古屋名東ＲＣ ９月２８日（火）名古屋マリオットアソシアホテル

創立 ： １９７８年６月２０日 （４４周年）

会員数 ： ６２名 （内女性１２名）



名経大市邨インターアクトクラブ

設立並びに加盟認証伝達式

２０２１年１０月３０日 （土） に、名古屋経済大学市邨高等学校にて、

名経大市邨インターアクトクラブの設立並びに加盟認証伝達式が

開催されました。

提唱クラブ 名古屋東ＲＣ・ 名古屋名北ＲＣ

■国際ロータリー第２７６０地区　

ガバナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沓名　俊裕　様

地区幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細井　英治　様

直前ガバナー　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　 　努　様

ロータリー奉仕委員長　　　　　　　　　　　　本多　　　満　様

ロータリー奉仕副委員長　　　　　　　　　　　長瀬輝代之　様

ロータリー奉仕副委員長　　　　　　　　　　　西本　一幸　様

ロータリー奉仕副委員長　　　　　　　　　　　永谷　文人　様

インターアクト委員長　　　　　　　　　　　　　奥田　法行　様

■名古屋東ロータリークラブ

会　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濵 　　洋一　様

幹　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田　侑嗣　様

青少年奉仕委員長　　　　　　　　　　　　　　奥野幸一朗　様

■名古屋名北ロータリークラブ

東名古屋分区ガバナー補佐　　　　　　　　梶川　久雄　様

東名古屋分区幹事　　　　　　　　　　　　　　加藤あつこ　様

会　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香田　研二　様

幹　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加島　　　光　様

　

インターアクトクラブは， ロータリークラブ （国際的な奉仕組織）

が提唱する１４歳から１８歳までの青少年または高校生のための奉

仕クラブです。奉仕と国際理解を推進するプロジェクトを行います。

出席１００％会員

２０２０-２１年度
伊藤　晋一君　   梶川　久雄君

渡邉　泰彬君      平子　明資君

加藤あつこさん　　梅村美知容さん

出 席 者

インターアクトクラブとは

Attendance
100%

ニ コ ボ ッ ク ス

【梶川ガバナー補佐、 ご報告宜しくお願いします。】

香田　研二君　 伊藤　晋一君　 梶川　久雄君　 足立陽一郎君

杉浦　定文君　 西村　　 努君　 平子　明資君　 加藤あつこさん　 

岩田　滿治君　 塚本　   隆君　 中島　宗幸君　 尾關實津成君

柴山　利彌君　 遠藤　友彦君　 林　　　　功君　 祖父江佳乃さん

近藤　　 朗君　 梅村　   篤君　 加島　　 光君　 中野　愛弓さん

河東　広樹君　 渡邉　泰彬君　 玉置　正樹君　 宇都木　　寧君　

尾関　正一君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　吉村知紗さん　お陰様で連続優勝することが出来ました。有難

　　　　　　　　　　 うございます。ハンディが減りすぎて困りました。


