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Miwahoikuen 36 Emura Kanaiwa Ama Aichi 490-1221 Japan 
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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」 会長 加藤久雄 幹事 石田壽 

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） ③地域社会への貢献（社会奉仕活動の継続） 

 

第５９８回（2017～2018年度第 38回）例会 

２０１８（平成３０）年５月３１日（木） １８：３０～ 

開催場所 ホテル ルブラ王山  担当 青少年奉仕委員会 

 

１ 点鐘 

 

２ 国歌・ロータリーソング斉唱 

 

３ ゲスト・ビジターの紹介 

 

４ ニコボックス報告 

 前累計 ４７０，７００円  

本日  １４，０００円（１０件） 

  累計 ４８４，７００円 

  目標 ７４０，０００円（65.5％） 

 

５ 出席報告 

（出席数／補填数／会員数 出席率） 

 本 日 １０／０／２０ 50.0％ 

 前 回  ９／３／２０ 60.0％ 

 前々回  ９／６／２０ 75.0％ 

 

６ 幹事報告 

①理事会予定 

 ６月２６日（火）19：00～ 

場所：未定 

担当：会長・幹事 

※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

たします。 

 

 

 

 

②行事等（参加者敬称略 点鐘予定時間） 

・６月７日（木）15時 30分～16時 30分 

 名古屋市内 25RC臨時運営委員会 

 布池教会聖ヨゼフ館 

 出席予定：加藤（久）・石田・藤田・吉田 

 

・６月７日（木）17時～18時 

 名古屋市内 25RC社会奉仕委員長会議 

 布池教会聖ヨゼフ館 

 出席予定：加藤（久）・石田・藤田・吉田 

 

・６月１５日（金）18時～20時 

 地区役員および会長幹事懇談会 

 ホテルナゴヤキャッスル 

 出席予定：加藤（久） 

 

・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 

 出席予定：加藤（久）・石田 

 

・６月１９日（火）17時～18時 30分 

 合同 RA特別委員会 

 名古屋ガーデンパレス 

 出席予定：加藤（寛）・阿部・小玉・吉田 

 

７ 委員会等報告 

・６月１１日（月）19時～ 

 国際奉仕委員会 

 場所：未定 

 



 

・６月２１日（木）19時～ 

 社会奉仕委員会 

 場所：未定 

 

・MyRotaryへご登録いただいています会員の

方へ先日マイロータリーカードをお渡し

させていただきました。次年度につきまし

ては、会員の皆様全員にお配りする予定で

すので、MyRotaryに未登録の方は今年度中

に登録をよろしくお願いいたします。 

 

８ 本日のプログラム 

「３RC合同例会」 

会長挨拶 

名古屋錦 RC 会長 丹羽 繁様 

 皆さん今晩は。名古屋錦ＲＣ会長の丹羽と

申します。今年度のクラブテーマは、「暖か

い規律あるクラブ」と致しました。私共のク

ラブは、女性が１０名在籍し、この１年間に

８名の有望な若い方達が入会され、これを機

会にもう一度規律を見つめ直そうと、「暖か

い規律あるクラブ」と致しました。 

 

 私共の社会奉仕事業は大きく分けて３つ

に分かれます。 

 

 ①地区内の奉仕活動 

  １３年間続けてきている北区の川中小

の４年生と岡崎の全校生徒２０名前後の山

の中の下山小の子供達との農業体験交流会

です。町の子供達には田植え、稲刈りを通じ

て自然の素晴らしさを。山の中の子供達には、

来年１月に川中小学校へ招待して同学年の

子のクラスに１日だけ編入して、一緒に勉強、

給食、運動をして、自分たちで作った名刺交

換をしたりして沢山の友達を作って帰しま

す。今年の担任の先生は自ら４年生の担任を

志願してなったそうで、帰りには苗を１箱抱

えて帰り、川中小に有る錦ＲＣが昔作ったビ

オトープの周りに植えて教材にして観察す

ると息巻いていました。初めは錦ＲＣ主導で

行っておりました活動が、次第に地域社会や

ＰＴＡそして教師に至るまで認識され、小学

校のカリキュラムにも組み込まれて、今後は

私達の手を離れても継続されていくように

なるまで頑張ります。 

 

 ②国内の奉仕活動 

  東日本大震災で被災された陸前髙田に

名古屋市がまるごと支援をしていますが、錦

ＲＣも３年前２０周年記念事業として、御園

座の屋上に祀ってあった社殿を愛宕山に有

った愛宕神社に修復して寄贈しましたが、今

現在まだ市街地をかさ上げするために愛宕

山を削っている状態の為、愛宕神社がどこに

出来るか分かっていませんので愛宕神社が

出来て社殿が収まるのを見届けるまで復興

応援ツアーを続けて参りますが、昨年、陸前

高田市役所へお邪魔して戸羽市長にお会い

した折、錦ＲＣの会員の人数分の桜の苗木を

寄付させて頂きたいとお話をし、先日今年１

１月と来年６月に完成予定の２つの小学校

に植える事が決まり見取り図が送られてき

ました。学校の出来る次期と植樹の次期との

関連も有りますので次年度に引き継ぎます。 

 福島から避難してみえた方達の「めぐりあ

いの会」の人達を、去年は名古屋城で、今年

は会員の高羽さんのご厚意で愛知県護国神

社で桜の花見の会を催して、馴れない土地で

暮らして見える方達の心に「一時の安らぎ

を」と思い、ささやかな事ですが続けて行き

たいと思っております。今年は錦ＲＣから１

７名が参加しております。 

 

③国際奉仕 

 以前は国際奉仕活動も行っていましたが、

最近は途絶えていましたが数年前から、地区

国際奉仕委員会に同行したり、他地区ロータ



 

リアンの個人的活動に同行したりして活動

を検討中です。いずれは当クラブにふさわし

い国際奉仕活動として結実させて参ります。 

 

 以上、今年度の錦ＲＣの社会奉仕事業をお

話しました。 

 

 

名古屋東山 RC 会長 森川 辰幸様 

 名古屋錦RC、名古屋葵RCの皆さん本日は、

ようこそお越し頂きました。 

恒例の 3RC合同夜間例会で主管の当クラブは、

全会員を挙げて歓迎いたします。 

時間の許す限り、しっかりと楽しんでもらえ

れば幸いです。 

このあいさつで奉仕事業を７分間で紹介す

るとの事ですので、名古屋東山 RC の奉仕事

業を 

述べさせて戴きます。 

青少年奉仕委員会は名古屋名城 RACへの協力

と支援。市内４養護施設とのボーリング大会

実施。 

米山記念委員会はベトナムからの米山奨学

生グェン・ホア・トゥアンさんを受け入れま

した。 

社会奉仕委員会はＲＣＣへの支援を行って

います。当クラブのＲＣＣは愛知池友の会と

ＡＪＵ自立の家・車いすセンターです。 

先日、この３ＲＣ合同でＡＪＵ車いすセンタ

ーの協力を得て、レゴランドで障害者と介助

者の方々２００名余りを招待し、ロータリア

ンもお手伝いさせて頂いた事は記憶に新し

い所です。 

この事業では、中部経済新聞でも皆さんの活

動が大きく取り上げられました。 

また、地区補助金を使用した水資源支援事業

としてラオス、ポンカン村の学校に水道塔を

寄贈する事が出来ました。さらに住民にメー

ター付きの水道管を協力頂き、利用に応じた

金額をプールして今後の水道塔の維持管理

を行うことが可能となりました。 

他クラブの奉仕事業も加わり事業団として

現地に赴きましたが、当クラブはホストクラ

ブとして団の中では最大参加者のクラブと

なりました。 

田中正規ロータリーコーディネーターや名

古屋錦 RC で地区会員増強委員の石井弘子会

員も弾丸参加をされ、参加者の熱心さが伝わ

りました。 

この際、駐在ラオス日本大使と共に撮られた

私共の写真が記事になり、周りの国にまでニ

ュースや新聞に掲げられ「ロータリークラ

ブ」のＰＲに役立ちました。 

また先行してＷＦＦでは２日間に渡り奉仕

委員会の枠を超えて、ラオスの物品販売を全

会員にお願いし、売上に貢献してもらいまし

た。会員から発案があり、当初予定していな

かった販売ですが売切れとなる結果で、売上

金は文具に替えて現地の子供たちに喜ばれ

ました。 

まだ紹介したいのですが時間となり終了さ

せて頂きます。 

 

 



 

名古屋葵 RC 会長 加藤 久雄君 

名古屋葵ロータリークラブの会長の加藤

久雄でございます。早いもので会長の職を拝

命いたしまして残り一ケ月となりました。今

回自分がたてた目標に近づくことが出来た

か？と考えますと中々難しいと考えます。事

業に於いてはすべからくこなせているとは

思っております。今年度は２５ＲＣ社会奉仕

委員長会議のホストクラブも務めさせて頂

いています。あともう一度６月に今年度最後

の合同会議がありますが無事に終わること

ができそうです。 

さて今回のテーマに揚げました中の、クラブ

を見つめかえして今後どう進むべきかを全

員で考えねばならないのですが、一部の方た

ちは向いている方向が違う感じがします。ま

た何のために入っているかが不明の方もみ

えます。会長の本音としては運営上にはあり

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。 

 

 

メインプログラム 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奉仕の理想」 

 奉仕の理想に 集いし友よ 

 御国に捧げん 我等の生業 

 望むは世界の 久遠の平和 

 めぐる歯車  いや輝きて 

 永久に栄えよ 我等のロータリー 

 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 

 

中締め 

 

 

 ゴルフコンペ授賞式 

 ３位    石田 壽 君 

 

１０位   藤田 義明君 

 

 

 

 

 

 ブービー賞 阿部 恵彦君 

 

 

11 点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 次回例会案内 

 2018年 6月 3日（日）11時～ 

 内容：天王まつり 

 場所：徳川美術館前広場 

    （徳川美術館） 

    名古屋市東区徳川町 1017 

    052-935-6262 

 

☆ 今月のお誕生日 

 １４日 鳥原 由美 様 

 ２１日 小玉 忠雄 様 

 

☆ 委員会報告、メーキャップ報告は 

お早めに 


