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2017～2018 年度ＲＩテーマ「ロータリー：変化をもたらす」

ＲＩ会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

2017～2018 年度名古屋葵ＲＣ運営方針「もう一度見つめよう、葵ロータリークラブ」
①会員増強（各委員会 1 名）

②会員意識の向上（活動時バッチ着用）

会長

加藤久雄

幹事

石田壽

③地域社会への貢献（社会奉仕活動の継続）

第５９５回（2017～2018 年度第 35 回）例会
２０１８（平成３０）年４月２７日（金） １２：３０～
開催場所 名古屋東急ホテル
担当 社会奉仕委員会
１

点鐘

２

ロータリーソング斉唱

３

ゲスト・ビジターの紹介

②行事等（参加者敬称略 点鐘予定時間）
・５月７日（月）18 時～20 時 30 分
第 2 回東名古屋分区懇親会
ホテルナゴヤキャッスル
出席予定：加藤（久）
・石田・堀口・藤田

４

ニコボックス報告
・５月１０日（木）17 時～18 時

前累計 ４２４，６６０円
本日

０円（

０件）

布池教会聖ヨゼフ館

累計 ４２４，６６０円
目標 ７４０，０００円（57.4％）
５

出席予定：加藤（久）
・石田・藤田・吉田
・５月１５日（火）17 時～18 時 10 分

出席報告
（出席数／補填数／会員数

25RC 社会奉仕委員長会議第 2 回運営会議

出席率）

本

日

９／０／２０

45.0％

前

回

７／２／２０

45.0％

前々回 １１／１／２０

60.0％

RA 合同委員会
名古屋国際ホテル
出席予定：阿部
・５月１６日（水）15 時～18 時 45 分

６

幹事報告

①理事会予定
５月２２日（火）19：00～

第 2 回地区内クラブ社会奉仕委員長会議
名鉄グランドホテル
出席予定：藤田

場所：未定
担当：青少年奉仕委員会
※２月度理事会より、次年度の役員も含め
ての合同理事会となります。次年度役員の
方も WEB への出席登録をよろしくお願いい

・５月１６日（水）19 時 00 分～20 時 30 分
地区社会奉仕委員会新旧顔合せ会
名鉄グランドホテル
出席予定：加藤（久）

たします。
・５月２７日（日）16 時 30 分～19 時 45 分
財団学友会総会・懇親会
東京第一ホテル錦
出席義務者：加納

・５月２９日（火）16 時～19 時 30 分

で、両クラブの皆さんも大変驚かれたことと

新旧ロータリー財団委員会全委員会

思います。浦野さんは亡くなる直前まで一日

及び交流会

４つの会合や、桜の植樹、富士山での写真撮

ラグナスイート名古屋

影など大変精力的に行動されており、まさに

出席義務者：加納

スーパー・ロータリアンを地で行く人でした。
私たちは浦野さんの語られたことを思い出

・６月１９日（火）15 時～
名東 RC 創立 40 周年記念式典
名古屋東急ホテル

し、より良きロータリー活動をする糧として
いこうと思います。
さて、生前、浦野さんは、最もご縁のある

出席予定：加藤（久）
・石田

６RC の交流を活発にしなければならないと
述べておられました。私も今年は５クラブを

７

委員会等報告

訪問し（５月に最後の１クラブ）、今後の活

・５月２１日（月）19 時～

動で一緒に協力できるような親交を深めま

社会奉仕委員会

しょうと申し上げました。ちなみに、台湾な

場所：丸小

どでは、数クラブが集まって、他国のクラブ

名古屋市中区東桜 2-18-24

チームと協力し、グローバル補助金を活用し

052-931-4015

たプロジェクトを展開します。私どもでも先
週１６８名もの人々が集った第９回チャリ

・MyRotary へご登録いただいています会員の

ティゴルフ大会がアイリスさんとの共催に

方へ先日マイロータリーカードをお渡し

なっていますので、少しずつそうした流れも

させていただきました。次年度につきまし

強くなっていくのだと思います。ロータリー

ては、会員の皆様全員にお配りする予定で

には５大奉仕、クラブ奉仕、職業奉仕に加え

すので、MyRotary に未登録の方は今年度中

青少年奉仕、国際奉仕、社会奉仕があります。

に登録をよろしくお願いいたします。

フイールドは広いのでいろいろな形がある
と思います。私も５月には守山ロータリーク

８

本日のプログラム

ラブ、松崎会長からのお誘いで RCC（Rotary

「3RC 合同例会（名古屋北・アイリス・葵）
」

Community Corps=ロータリー地域社会共同

会長挨拶

体）例会を見学してまいります。

名古屋北 RC 会長

様

今年度のクラブテーマは「ロータリーで行

皆さん、こんにちは！本日は３RC 合同例会

動しよう アクティブ！」ですので、最後ま

です。名古屋葵ロータリークラブ、名古屋ア

で活発に行動しようと思います。ご清聴あり

イリスロータリークラブの皆さんと楽しく

がとうございました。

歓談したいと思います。
さて、今月初めに、当クラブの最年長者で
次年度創立６０周年会長予定者だった浦野
三男さんが満９５歳で急逝されました。弔問
には、両クラブのメンバーの方にも多数ご来
訪いただき、ありがとうございました。葵さ
んとアイリスさん両方の特別代表でしたの

ークラブを作るための階段の一段であれと
考えを新たにしております。次年度へバトン
をお渡しするためにも、残された時間を今年
度の方針である「共に活動し、共に奉仕し、
共に頑張るアイリス」のもと励んで行く所存
で御座います。
最後に本日お集まりの３ＲＣの益々の発
展を祈念致しまして、私の挨拶とさせていた
だきます。
ありがとうございました。
名古屋アイリス RC

会長

藤谷猛様

みなさん、こんにちは。
名古屋アイリスロータリークラブの藤谷で
ございます。
本日の３ＲＣ合同例会をご準備頂きまし
た名古屋北ロータリークラブの岡部会長を
はじめ、クラブの皆様には心よりお礼と感謝
を申し上げます。
さて、私どものクラブは、皆様のご支援を
頂き 2013 年に第 2760 地区で 83 番目のクラ
ブとして誕生し、やっと 5 年目を迎えること

名古屋葵 RC

会長 加藤久雄

ができました。本年度は、既に 6 名の新入会

名古屋葵ロータリークラブの会長の加藤

員を迎え会員数も 44 名となりましたが、そ

久雄でございます。早いもので会長の職を拝

のうち女性が約３７％を占めております。そ

命いたしまして 10 ヵ月近くになります。今

して、葵ＲＣさんと同様に事務局を持ってお

回自分がたてた目標に近づくことが出来た

りません。今年度からは、自立を目指しあら

か？と考えますと中々難しいと考えます。事

ゆることを私たちの力で行えるよう果敢に

業に於いてはすべからくこなせているとは

挑戦を続けております。そのため至らぬこと

思っております。今年度は２５ＲＣ社会奉仕

も多く、北ＲＣの事務局様にもご迷惑をお掛

委員長会議のホストも務めさせて頂いてい

けしていることが多々ございます。しかし、

ます。あともう一度６月に今年度最後の委員

会員のほとんどがチャーターメンバーであ

長会議がありますが無事に終わることがで

る事、女性が半数近くいる事、事務局を持た

きそうです。

ない事など多くの特徴を持っております。こ

さて今回のテーマに揚げました中の、クラ

れは伝統が無い反面、これまでのクラブより

ブを見つめかえして今後どう進むべきかを

も新たなチャレンジを容易に行える環境を

全員で考えねばならないのですが、一部の方

持ったクラブであるとも言えます。

たちは向いている方向が違う感じがします。

今年度も残りわずかとなって参りました。

また何のために入っているかが不明の方も

「温故知新」、これまでの良い所は継承し、

みえます。会長の本音として運営上にはあり

新たな息吹を取り入れ、素晴らしいロータリ

がたいものです。
しかしながら今後 15 周年、

20 周年を迎えるにあたってこれで良いも
のだろうか我々のクラブとして考えなけれ
ばならない今後の課題でもあります。
またもう一つのテーマの柱であります新
入会員の獲得ですが、こちらも思うように進
んではいません。我々弱小クラブとして一人
一人が危機感をもって丁寧に勧誘をしなく
てはなりません。それに合わせてクラブを運
営する側のも魅力あるクラブ、そして活動を
しなくてはならないと考えます。
後残り僅かの会長の任期ではありますが、
十二分に勤めあげたいと思います。これを会
長挨拶とさせていただきます。
本日はよろしくお願いします。

９

10

点鐘

☆

次回例会案内

東区天王まつり調印式について
4 月 25 日、名古屋市東区役所にて「「徳川

園山車揃え」におけるうちわの寄付に関する

2018 年 5 月 10 日（木）19 時～

協定書」の調印式を行いました。

例会内容：名古屋名城 RAC 卓話
場所：布池教会聖ヨゼフ館
名古屋市東区 葵 1-12-23
052-935-7790

「奉仕の理想」
奉仕の理想に
御国に捧げん
望むは世界の
めぐる歯車
永久に栄えよ
ロータリー

集いし友よ
我等の生業
久遠の平和
いや輝きて
我等のロータリー

「四つのテスト」
言行はこれに照らしてから
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

