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2018～2019年度 ＲＩテーマ「インスピレーションになろう」 ＲＩ会長 バリー・ラシン 

2018～2019年度 名古屋葵ＲＣ運営方針「出席する」 会長 堀口 久 幹事 加藤 寛治郎 

①例会出席率の正常化  ②会員増強  ③地域貢献活動の継続 

 

第６０６回（2018～2019年度第 3回）例会 

２０１８（平成３０）年７月１８日（水） １８：００～ 

開催場所 アサヒビール（株）名古屋工場  担当 職業奉仕委員会 

 

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  ３５，０００円  

本日       ０円（ ０件） 

  累計  ３５，０００円 

  目標 ７０３，０００円（ 5.0％） 

 

５ 出席報告 

（出席数／補填数／会員数 出席率） 

 本 日  ５／０／１８ 27.8％ 

 前 回  ７／４／１８ 61.1％ 

 前々回 １３／１／１８ 77.8％ 

 

６ 幹事報告 

①理事会予定 

 ８月２１日（火）19：00～ 

場所：未定 

担当：クラブ奉仕委員会 

 

②行事等（参加者敬称略 点鐘予定時間） 

・７月２４日（火）14時 30分～ 

 第１回東名古屋分区１２RC幹事会 

 名古屋東急ホテル 

 出席予定：加藤（寛） 

 

 

・７月２６日（木）17時 30分～20時 30分 

 第１回東名古屋分区 運営会議・懇親会 

 名古屋マリオットアソシアホテル 

 出席予定：堀口・加藤（寛） 

 

・７月３１日（火）15時～ 

 地区社会奉仕委員会 

 ガバナー事務所 

 出席予定：加藤（久） 

 

・８月４日（土）12時～17時 

 地区ロータリー財団セミナー 

 名古屋国際ホテル 

 出席予定：堀口 

 

・８月２９日（水）17時～18時 10分 

 第１回合同 RA委員会 

 アパホテル名古屋錦 

 出席義務者：小玉 

 

・９月６日（木）16時～20時 30分 

 クラブ米山奨学委員長会議 

 ホテルキャッスルプラザ 

 出席義務者：岡田 

 

 

 

 

 

 

 



 

７ 委員会等報告 

・７月２３日（月）19時～ 

 青少年奉仕委員会 

 場所：おでん＆ワイン カモシヤ 

    名古屋市中区錦 3-16-8 森万ビル 1F 

    052-963-6730 

 

・７月２３日（月）19時～ 

 職業奉仕委員会 

 場所：ももがっぱ 

    名古屋市中区錦 3-12-30 

第2ワシントンアネックス1F 

    052-957-2257 

 

・７月２４日（火）19時～ 

 社会奉仕委員会 

 場所：蓬莱（うなぎ釜めし） 

    名古屋市東区泉 3-12-18 

    052-931-5482 

 

・７月３０日（月）19時～ 

 クラブ奉仕委員会 

 場所：未定 

 

８ 本日のプログラム 

「名古屋守山 RCとの合同例会」 

名古屋守山 RC会長 西脇 司様 

今日は、I.D.M.です。この猛暑の中、ビー

ルを飲まない手はないわけでして、そんな時

にアサヒビールでの I.D.M.を迎えられ大変

嬉しく思っております。 

日本気象協会の「ビールを飲みたくなる度

合」という指数によると、今日は 200％とい

う事ですから、是非、倍の量を飲んで頂けれ

ばと思います。でも一つ問題があります。ビ

ールを飲むと太る、とよく言います。肝臓は、

アルコールと脂質と糖質を分解する能力を

持っています。体にアルコールが入りますと、

肝臓は毒が来たと判断して一生懸命分解し

ます。それで、脂質と糖質を分解する前に肝

臓がくたびれてしまうわけです。そこへまた

アルコールが入ってくるという繰り返しで

すから、代謝が悪くなり脂質と糖質が体の中

に溜まる。それで腹に肉が付いたりして太る

というわけです。ですから、必要なのは休肝

日です。週に 1回の休肝日を作れというのは、

脂質や糖質を分解できるような環境にしよ

うという事です。 

 今日は、そういう事も頭の片隅に置いて、

明るく、楽しく、賑やかに過ごしたいと思い

ます。 

 

名古屋守山 RCC会長 田代 京美様 

このアサヒビールにお招き頂くのは今年

で 23 回目になります。今年は毎日がビール

日和で、休肝日を作るのはちょっと自信が持

てません。 

 今日はボランティアの仲間達と伺いまし

た。美味しいビールを沢山頂いて、また明日

から一生懸命ボランティア活動を頑張りた

いと思います。 

 

名古屋葵 RC会長 堀口 久 

 本年もこの守山ロータリークラブさんの

アサヒビールでのＩＤＭに私ども葵ロータ

リークラブをお呼びいただき、合同例会とし

て開催させていただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 例年、この例会は梅雨が明けた暑い時期に

開催されるのですが、今年はいつもにも増し

て猛暑の１日となりました。懇親会が待ち遠

しいですが、まずは式次第に従いまして会長

挨拶をさせていただきます。 

 この例会につきましては、２０１２年に合

同例会とさせていただいて以来、毎年参加さ

せていただいておりますが、ロータリーの例

会として本当に素晴らしい要素を備えた例

会だと感じております。ロータリーを支える



 

大きな２本の柱は親睦と奉仕でありますが、

その双方がこれほどしっかりと詰まってい

る例会は他になかなかないと思うからです。

このＩＤＭの懇親会の席では、葵のメンバー

も各テーブルに分けて配席されますので、私

どもが日頃十分に実行できていない他クラ

ブの方々との親睦・交流を図ることができま

す。また、この会は、守山ロータリーさんが

長年実践されているＲＣＣ活動に触れるこ

とのできる機会でもあります。７年前にこの

合同例会がはじまった当時は、まだ私どもの

クラブはこれといった奉仕活動もできてい

ない状況でした。守山ロータリーさんのＲＣ

Ｃは、他に類を見ない規模のものであると伺

っており、そのような伝統あるロータリーク

ラブならではの奉仕活動に触れることで、ロ

ータリークラブの行う奉仕活動というもの

をよく知るができました。特に、この会は、

単にロータリークラブから奉仕活動のご紹

介をうかがえるというのではなく、ＲＣＣに

所属されて実際にボランティア活動に従事

されている方々に直接お話をうかがうこと

ができるという点で、非常に有意義な会合で

あると感じています。 

 そういったことから、私は、この合同例会

については毎回欠かさず出席させていただ

くようにしてきており、これまでの７回皆勤

であります。この例会は最近は７月第三水曜

日を定例にして開催されてきているようで

すので、早い時期に７月第３水曜日の夕方の

この例会の予定を手帳に書き込んで、他の予

定は入れないようにし、万難を排して出席で

きるようにしてきております。 

 とはいえ、クラブ全体の出席者を見ますと、

当クラブの人数自体がいまや１８名まで減

ってしまった上に、出席状況もかんばしくな

く、今年はその部分のてこ入れを最大のクラ

ブ方針としなければならないほどの状況で

して、本日も出席者が少ないことは誠に申し

訳ないことと思っております。 

 特に、本日は、地区の委員会の開催日とも

重なってしまいまして、どうしても地区委員

会に出なければならない者もおりまして、委

員会終わり次第、だいぶ遅れてではあります

が、あと数名は参加させていただくことを予

定しております。 

 今後とも、このアサヒビールでの守山ＲＣ

Ｃの皆さまをお招きした会合が末永く続く

ことを祈念申し上げますととともに、次年度

以降も私ども葵ロータリークラブが参加し

た合同例会として開催していただけるよう

お願い申し上げまして、会長挨拶とさせてい

ただきます。 

 

 
９ 点鐘 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

 

☆ 次回例会案内 

 2018年 7月 26日（木） 

 内容：職場訪問例会 

 

☆ 委員会報告、メーキャップ報告は 

お早めに 

 

☆会員出席状況 

 

☆クラブの出席率の状況 

※名古屋葵ＲＣを除くクラブの最低出席率 

 

  7/5 7/12 出席率    7/5 7/12 出席率 

阿部 6/26 7/17 100％  田中 
 

 0％ 

石田 ○ ○ 100％  鳥原 ○ ○ 100％ 

岡田 ○  50％  野村 ○ 7/17 100％ 

小笠原 
 

 0％  藤田 ○ ○ 100％ 

加藤寛 ○ ○ 100％  堀口 ○ ○ 100％ 

加藤久 ○ ○ 100％  村上 
 

 0％ 

加納 ○  50％  山田 ○ 7/17 100％ 

小玉 ○ 7/3 100％  吉田 ○ ○ 100％ 

佐藤 
 

 0％  吉村 ○  50％ 

  計 14 8 69％ 

 １月 ２月 ３月 ４月 

名古屋葵 48.33％ 56.25％ 67.50％ 57.50％ 

分区内最低※ 75.95％ 72.14％ 74.81％ 78.07％ 

地区内最低※ 66.27％ 72.14％ 55.56％ 70.18％ 

分区平均値 85.90％ 86.64％ 88.16％ 87.07％ 

地区平均値 91.95％ 92.58％ 92.11％ 92.58％ 


