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No  Rain No  Rainbow　～笑顔で親睦、 友情の輪を広げよう～

会員数 　　　　　３２名　　前々回訂正　 １９３１例会

欠席会員数 　　 １１名　　欠席会員 　      　４名中

出席会員数    　 ２１名　 ＭＡＫＥ ＵＰ 　  　１名

出席率 　　　 ６５.６３％　  出席率訂正    　 　 　９０％

出　席　報　告

会　長　挨　拶

例　会　報　告

本日の例会（第１９３４回）　　 ７／２０（水）

次回の例会（第１９３５回） 　７／２７（水）

司　　会　岩田　滿治君

斉　  唱　　　ＲＳ／四つのテスト

ご来訪者　名古屋錦ＲＣ 会長 福井  志保さん 他１名

第１９３３回例会記録　　 ７／１３（水）晴

夜間例会及びＩ．Ｄ．Ｍ．を行います。

受付 １７：３０～ 例会　１８：００～ 懇親会　１８：３０～

名古屋東急ホテル　３階　「ルネッサンスの間」

クラブフォーラムを行います。

【本年度運営方針】

社会奉仕委員会・国際奉仕委員会・ロータリー財団委員会

　今年度の名北ロータリークラブのテーマは 「No Rain  No R

ainbow」 としました。 先週も少しお話をしましたが、 これは

ハワイのことわざで、 「雨が降るから、 虹が出来る。」 といった

意味で、 つまりいやな事、 辛い事があった後は、 必ずいい事、

楽しい事があります。 といった意味です。

　一昨年から続くコロナ禍のおかげで、 ロータリー活動にも大

きな影響をうけています。わがクラブにおいても一昨年の創立

40周年の記念事業の中止、昨年のホストクラブであった IMの

中止、 度重なる例会の中止、 家族忘年会の中止など、 大きな

影響をうけました。

この事は家族を含めた、 会員間の親睦活動がこの 2 年間思う

ように出来なかったという事です。

特に新入会員の皆様との交流の場が、ほとんど無かったように

思います。 ここ数日、 コロナウィルスの第 7 波に入ったと言わ

れますが、 勿論そういいった事を考慮しながら今年度まずは親

睦活動を重要テーマとし、 会員通どおしの親睦と友情を深める

交流の場など、 そういった企画 ・ アイディアをたてていきたい

と思います。 この様な事から、 クラブテーマのサブテーマとし

て 「笑顔で親睦、 友情の輪を広げよう」 としました。

何か小学校の教室に貼ってある標語のようですが、これは今年

度の RI の女性会長ジェニファー E. ジョーンズ氏が掲げている

テーマの一つ 「笑顔で人と接しましょう。 口角をあげて人と話

しましょう」 といった事をふまえて、このサブテーマにしました。

具体的な事は後のクラブフォーラムの中で、 お話をしたいと思

います。

　「No Rain  No Rainbow」 のお話でもう一つご紹介したい

と思います。 アメリカ合衆国、 とくにハワイにおいては虹に対

しての思入れが非常に強い地域で、 そのためハワイは別名レイ

ンボウステート 「虹の州」 とも呼ばれ、 虹をあしらった色々な

デザインされたものがあります。車のナンバープレートとか市バ

スのボディとか、建物の壁面とか様々なところに虹があります。

　ハワイではそういった幸運のサインとされる虹ですが、また別

の言い伝えがあります。 それは、 人間や動物は亡くなるとこの

虹の橋を渡って天国に行くとされています。 人間にペットとし

て飼われていた忠実な犬などは、先に死ぬと虹の向こう側のた

本日は新年度という事で、ファミリークラブであります、錦ロー

タリークラブ会長の福井  志保様、幹事の小野田  誓様がご来訪

されています。 名北ロータリークラブ会員一同心より歓迎をい

たします。 錦クラブ様とはファミリークラブとして、 共に歩み、

親睦を深め、 よりよい関係を維持していきたいと思います。

宜しくお願いいたします。

ロータリークラブ



幹　事　報　告

もとで、 ご主人様が来る日までずっと笑顔で待っていると、 そ

ういった言い伝えがあります。

数年前、ハワイで虹を見ながら現地の友人にこの話を聞いた時

なぜか涙があふれ出てきました。 当時ちょうど飼っていた犬を

亡くした直後だったからだと思います。

そんなハワイの虹のお話を紹介しましたが、 今後も私の大好き

なハワイの話を会長挨拶の中で、 時折紹介したいと思います。

クラブフォーラム

本年度の運営方針

　　　　　会長　足立　陽一郎

で、 つまりいやな事、 辛い事があった後は、 必ずいい事、 楽

しい事があります。 といった意味です。

この2年間コロナウィルスの影響を受けて様々なな行事が中止

となり、 親睦活動が思うようにできませんでした。

何か会員同士のつながが薄れていったように思います。

そういった事をふまえ、 今期はまず親睦活動を重要なテーマに

あげたいと思います。ただ先ほども会長挨拶のなかでふれまし

たが、ここ数日コロナウィルスの第7 波がきたとされています。

勿論そういった事を考慮しながら進めていきたいと思います。      

　IDM、 家族忘年会、 家族会は例年通り行いますが、 中身を

もう少し工夫をし、 家族を含めた会員の皆様が本当に楽しめる

会にしたいと思います。 今年はこれらの恒例行事に加えて、 以

前行った事がある 「食の会」 をまた行いたいと思います。

美味しい料理を食べながら会員どおしの会話を楽しむ、 そして

コミュニケーションを図る、 そう言った趣旨の会で、これは会員

のみの集まりだけではなく、会員の家族や友人恋人などの参加

も募り、 名北ロータリークラブの輪を広げて行く、 そんな 「食

の会」 にしたいと思います。

年 4 回ぐらいを予定したいと思います。   

　次に例会についてですが、 今の状況をみると、 いつも同じ人

との席の場合が多いように思われます。 新しく入られた方など

は特に話し相手もおらず浮いてしまっている感があるように思

います。 いつも同じ席、いつも同じ人、 これでは本来の例会の

意味あいがなく、 こういった事も考慮しながら、 例会での席割

の工夫をし、 会員どおしのコミュニケーションがもっととれるよ

う、 そして活気あ溢れる例会にしたいと思います。   

　ロータリアンにとって、 クラブの例会に出席するのは義務に

なっています。 それがただなんとなく出席するのでは楽しくな

いと思います。

皆さん笑顔でコミュニケーションをはかりましょう。 例会に行く

のが楽しみになる。 そんなクラブにしたいと思います。 サブテ

ーマにあげました、「笑顔で親睦、友情の輪を広げよう」 です。

以上、 今お話をしました事は、 玉置幹事を始め、 林親睦活動委

員長、西村会場設営委員長いいアイデアを宜しくお願いします。

また、 会員の皆様もいいアイデアがありましたら、 どんどん提

案してください。 

　次に奉仕活動についてですが、 例年通り行ってきました奉仕

活動を確実に施行していきたいと思います。

北警察署、 北消防署の優良署員の表彰、 北区の楠図書館への

本の贈呈、 そして愛知県立芸術大学の学生への奨学金。 米山

奨学生への支援などです。 奉仕活動の本質は笑顔にあると私

は思います。私たち自身が笑顔を忘れず、一人でも多くの人た

ちを笑顔にしていくという事が大切。 これは今年度のＲＩの女

性会長ジェニファー Ｅ.ジョーンズさんの言葉でもあります。

名北ロータリークラブがこれまで蓄積してきた過去の実績を踏

　2022－23 年度の RI は、 初の女性会長、 カナダのジェニ

ファー E ジョーンズ氏が選出されました。

RI テーマは 「IMAGINE ROTARY] です。イマジンとは何か、

その意味をメッセージとしてこの様な言葉で発信されました。

「私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせる事を

知っています。昨日のことをイマジン（想像）する人はいません。

それは未来を描くことです。」 「想像してください。 私たちがベ

ストを尽くせる世界を。 想像してみてください。」

　地区の本年度の方針は 「未来を描こう、 笑顔でつなごう」 と

篭橋ガバナーが提唱されました。 R I のテーマであるイマジン

から未来を描き、 このコロナ禍の中、 沈 んだ気持ちを笑顔で

取り戻そう、 そしてつないで行こうという意味だと思います。   

　今年の名北ロータリークラブのテーマは 「No Rain  No Rai

nbow」 としました。 先ほど会長挨拶でお話をした通り、これは

ハワイのことわざで、 雨が降るから、 虹がでる。 といった意味

1. 本日は、名古屋市北図書館・楠図書館 前館長 冨田 浩一様、

　　現館長 菊地 修一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、ご

　　挨拶をしていただきます。 何卒よろしくお願い致します。

2. 次回例会 （7/27 水） は、 昼間の例会を変更して夜間例会

　　及び 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。 なお、 出欠票が未提出の方は、 受付までご提

　　出いただきますようお願い致します。

3. 上半期の会費の払い込みは７月３１日までとなっております

　　のでよろしくお願い致します。



親睦活動委員会 本年度の運営方針

　　　　　親睦活動委員長　　林　　　功

　本年度、 親睦活動委員会は下記の行事を予定しております。

７月２７日 （水） 夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.　　　名古屋東急ホテル

９月２１日 （火）　２ＲＣ（錦 ・ 名北） 合同夜間例会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋東急ホテル

１２月３日 （土）　家族忘年会　　　　　　　　　　名古屋東急ホテル

その他、年に４回食の会の実施予定です。 日程、 場所は懸案中

になります。 活動方針としましては、会員相互のコミュニケーシ

ョンの向上を目指したいと思います。

１． 会長始め理事の皆さんが積極的に目線を合わせて挨拶、 声

　　　がけをして明るいクラブを作る。

２．会員各自の人柄やご家族を解り合い、 心の通い合う雰囲気

　　を感じる、 クラブ活動をしていく。

３．色々な行事の内容や、 質に関しては会長、 幹事と協議して

　　開催をしていきます。

会場設営委員と致しましては、 次の 5 つの項目を実践してい

きます。

（1） クラブ例会に於いて気品と風紀を守り会合が、その使命を

　　　 十分に発揮できるよう設営監督をしていきます。

（2） 来賓やビジターの方々の席案内や声掛けを積極的に行う。

（3） 卓話時の会員同士の私語を低減させる。

（4） 今年度は食事メニューを新たにホテル側と入念に打ち合

　　　 わせをして変化をもたらせたいです。

（5） 座席を 2， 3 ヶ月に 1 回程度、 くじ引きにて決めていき

　　　　たい （より幅広く交流を深めるために）

尚、 本年も、 プロジェクト 50、 新人会を、 サポートしていき

ますので何卒よろしくお願い申し上げます。

まえ、 さらに多くの人たちを笑顔にする、 そんな奉仕活動を想

像していきましょう。 皆さんにも新たに有意義な奉仕活動をご

提案して頂ければ柔軟に対応したいと思います。

　次に会員増強についてですが、 これは今の名北クラブにとっ

て大きなテーマだと思います。 今年度につきまして、 まずはコ

ロナ禍で中断をしておりました 「プロジェクト 50」 の再開をお

願いしたいと思います。 

奉仕活動、 親睦活動、その他クラブの活動ををとり行うにおい

て、 その基本となるのはマンパワーだと思います。

しかし残念ながら現在の当クラブのメンバーは３２人。   

これではそのマンパワーが十分ではないように思われます。   

クラブの健全な運営を行うには、やはり 50 名以上の会員が必

要だと思います。 「プロジェクト 50」 では具体的で、 前向きな

取り組みをお願いします。 これに付きましては継続として、 西

村さんをチーフに、 オブザーバーとして会員増強委員長の伊藤

晋一さんにお願いをしたいと思います。      

　次にロータリアンとしての意識と、知識を高めるといった課題

を考えたいと思います。ここ数年、 コロナの影響もあり、 新しく

入会された方の研修とか、 勉強会とかが開催されていません。

特に難しい事を勉強するのではなく、 ロータリアンとしての基

本的な知識、 意識を持っていただき、ロータリー活動において

大いに役立つような研修会を行いたいと思います。

これはロータリー情報委員長の香田さんを講師として、 オブザ

ーバーに梶川さんにお願いをしたいと思います。   

　次にうちのクラブをもっと外に向かってアピール、発信をして

いきたいという事ですが、これはロータリークラブはライオンズ

クラブに比べて、 その功績や、実績をアピールする事が大変少

なくこれだけ長年の活動があるにもかかわらず、 いまだにロー

タリークラブの事を認識している人が少ないように思われます。

ロータリークラブ？ 名前は聞いたことあるけど何やってるか分

からないし、 対して興味もない。 こういった人が多くいる以上、

会員増強にも影響があると思います。

今うちのクラブでは SNSを通じインスタグラム等でクラブの紹

介を事務局と杉浦さんの間で行ってもらっていますが、 もっと

もっと外に向けた発信を企画して頂きたいと思います。

これは引き続き公共イメージ向上委員長の杉浦さんと地区に出

向されている塚本さんにお願いをしたいと思います。

よろしくお願いします。      

　最後になりますが、 現在の当クラブのメンバーは３２名です。

16 年前私が入会したときは 60 名程の会員がいました。

人数が少なくなってもクラブとしてやるべき事柄は全く変わり

ません。 少ない人数で皆さんと協力し合いながら、 快適なクラ

ブ、 何より楽しいクラブにして行きたいと思います。 　　   

笑顔で親睦、 友情の輪を広げていきたいと思います。 1 年間

一生懸命取り組みますので、 皆さん宜しくお願いいたします。   

会場設営委員会 本年度の運営方針

　　　　　会場設営委員長　　西村　　努



足立陽一郎君  尾関　正一君   渡邉　泰彬君   中野  愛弓さん

岩田　滿治君　平子　明資君　西村　　努君　入江由希子さん

梶川　久雄君  塚本　　隆君  近藤　　朗君　祖父江佳乃さん

玉置　正樹君  柴山　利彌君　梅田　　渉君　加藤あつこさん

杉浦　定文君  林　　　功君  吉村知紗さん　

【足立会長：錦ロータリークラブ福井様、小野田様ようこそお

こしくださいました】

名古屋錦ロータリークラブ

会長 福井　志保 様  本日はよろしくお願いいたします！

幹事 小野田　誓 様　名北ロータリーの皆様、ご指導よろし

　　　　　　　　　　くお願いいたします。　

　職業奉仕の役をいただくにあたり、ものづくり愛知と呼ば

れる所以を探ってみました。

御三家筆頭でありながらついに将軍を出さなかった尾張藩、幕

府が武士の生活の為に米の増産を第一に考えていたのに対し

て、尾張藩は武士を食べさせるのが大変ならば給禄は減らす

けど農工商の副業を持たせればよいと考えた政策の根本的な

違いによると思う。

尾張藩は改革期にも人返し令は行わず黒川沿いの藩士には友

禅染をさせて名古屋友禅を作り、東別院付近日置町の下屋敷

近くの藩士には仏壇と仏具作りを奨励し、200-300石の中級藩

士には拝領屋敷での養鶏を奨励して海部荘平による名古屋コ

ーチンに結実させ、岐阜では養蚕を奨励して絹織物を作る、そ

して商家の組合に課税すると言う、能装束も藩内で調達でき

る体制を整えた。

尾張の下級藩士の大半は幕末にはあるものは養鶏業者あるも

のは仏壇屋、あるものは呉服屋で給禄がむしろ副業、尾張在

住の御役者はほとんど素封家に祭囃子教えるのが収入源で藩

からの給禄に生活依存していなかったから江戸在住の御役者

には廃業した者もいるが尾張在住の御役者は子供に継がせな

かったものはいるものの自分の代は能楽師で生活した。

能が大好きだけでなく着道楽だった藩主は生糸生産から織物

から染迄下級武士に副業でさせて藩内で行って課税したけど

倹約令で売れなくなったら藩士の生活が成り立たないから幕

府の禁令が庶民は絹織物着てはいけないのに対して尾張藩は

絹織物着て外出してはならない。だから室内での日本舞踊や

筝曲、謡曲や舞囃子の会が流行した。

能好きの藩主の相手をした伊藤呉服店は今は松阪やと言うけ

れどしっかり続いているし能の相手をした宝生流の大パトロ

ンの関戸家も観世流の大パトロンの馬具商の岡谷家も今岡谷

鋼機として続いている。

名古屋の伝統工芸品のほとんどが尾張様の政策から生まれて

いること考えると将軍にはなれなかったけど芸どころ名古屋

の基礎築いたのだからそれでよかったのでしょう。

愛知がモノづくりの県と言われるのは尾張徳川家のおかげで

す。NO RAIN NO RAINBOWそれを踏まえながら一年、職業奉仕

のお役目を担ってまいります。

職業奉仕委員会 本年度の運営方針

　　　　　職業奉仕委員長　　祖父江　佳乃
ニ コ ボ ッ ク ス


