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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６０８回（2018～2019年度第 5回）例会 

２０１８（平成３０）年８月２日（木） １９：００～ 

開催場所 布池教会聖ヨゼフ館  担当 クラブ奉仕委員会 

 

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 

  地区大会実行委員    小池 高弘様 

  地区大会実行委員    鈴木 康仁様 

  名古屋北 RC 会長代理 水野 吉紹様 

  名古屋北 RC 幹事   朝倉 淳一様 

 

４ ニコボックス報告 

 前累計  ３５，０００円  

本日  ４１，０００円（１５件） 

  累計  ７６，０００円 

  目標 ７０３，０００円（10.8％） 

 

５ 出席報告 

（出席数／補填数／会員数 出席率） 

 本 日 １２／０／１８ 66.7％ 

 前 回  ７／４／１８ 61.1％ 

 前々回  ５／８／１８ 72.2％ 

 

６ 幹事報告 

①理事会予定 

 ８月２１日（火）19：00～ 

場所：博多串焼き まる 

   名古屋市中区栄 3-11-18 

ミドリヤビル B1F 

    050-5589-9057 

担当：青少年奉仕委員会 

 

 

②行事等（参加者敬称略 点鐘予定時間） 

・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８日（水）16時～17 時 30分 

 ポリオ・プラス／職業研修チーム委員会 

 ガバナー事務所 

 出席予定：加納 

 

・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 

 出席予定：小玉 

 

・９月９日（日）9時 30分～17時 

 ＲＬＩ会長エレクト研修：パートⅠ 

 星城大学名古屋丸の内キャンパス 

 出席予定：吉田 

 

７ 委員会等報告 

・８月１０日（金）19 時～ 

 職業奉仕委員会 

 場所：未定 

 

・８月１７日（金）19 時～ 

 青少年奉仕委員会 

 場所：ポロ助（焼き鳥・ジビエ料理） 

    名古屋市中村区名駅 3-11-14 

D&Mビル 2F 

    050-5593-6368 

 



 

・８月３０日（木）19 時～ 

 社会奉仕委員会 

 場所：松の木（韓国焼肉） 

    名古屋市千種区今池 5-12-6 

    052-732-6070 

 

・８月３１日（金）19 時～ 

 国際奉仕委員会 

 場所：未定 

 

・９月４日（火）19時～ 

 国際奉仕委員会 

 場所：未定 

 

・９月７日（金）19時～ 

 クラブ奉仕委員会 

 場所：未定 

 

８ 近況報告 

本日は割愛させていただきます。 

 

９ 会長挨拶 

「地区大会について」    会長 堀口 久君 

 

 

10 2018-19 年度地区大会のご案内 

蒲郡 RC 地区大会実行委員 

小池 高弘様 

鈴木 康仁様 

予告 PR 動画を使用して、地区大会の内容をご

紹介いただきました。講師は浅田次郎氏とのこと

です。 

 

バナー交換をいたしました。 

 

 

11 名古屋北 RC会長代理ご挨拶 

     名古屋北 RC 会長代理 水野 吉紹様 

皆様今晩は。今日は名古屋北ＲＣの今年度の執

行部として朝倉幹事と共に表敬訪問させて頂き

ました。ご存知の通り名古屋葵ＲＣ生みの親であ

り特別代表であった浦野三男さんがこの春に急

逝されました。浦野さんは当時名古屋北ＲＣの会

長エレクトでもあられました。名古屋北ＲＣが創

立６０周年年度のため還暦を迎え新たな出発の

意味も含め大先輩に会長をお引き受け頂きまし

た。しかしながら本当に突然の出来事でしたので

後任選びも難航し、事態が事態ですので最終的に

歴代会長の中から田嶋ＰＤＧに落ち着いた次第

です。それに伴い私も元々の副会長に会長代理の

肩書がもう一つ増えました。と言った諸事情で本

日はご挨拶に伺いました。 

さて先々週７月２０日には堀口会長・加藤幹事

のお二方に名古屋北ＲＣの例会にお越し頂きご



 

挨拶を賜りありがとうございました。今年度も名

古屋北ＲＣを親とした６クラブの合同例会や名

古屋アイリスＲＣを加えた３クラブ合同例会は

実施されます。特に６ＲＣ合同例会では名古屋葵

ＲＣさんにホストをして頂きます。またお世話に

なりますが大勢で参加したいと思っております。 

さて私にとり名古屋葵ＲＣの 1番の印象は浦野

さんが拡大のため子クラブをもう一つ作るから

と名古屋北ＲＣの理事会で発言され会員リスト

を示された時の事です。当時クラブの会員増強委

員長をしておりましてそのリストをみてとても

驚きました。と言うのは北クラブの会員の関係者

（つまりご子息やご兄弟）の名前がいっぱい書か

れてあったからです。クラブとして将来的に声が

けをしようと考えていた方のお名前ばかりです。

今から１５年も前で当時最年少会員であった私

は発言も小声で恐る恐る浦野さんにこの方々全

て新しいクラブに入られるのですか？北ＲＣに

はお誘いできないのでしょうか？と質問を致し

ました。すると浦野さんはまず今は拡大、作る事

を１番に考えなければならない。小さいこと考え

るな。それに将来転籍だってできるからと言われ、

その当時はそうですか…と黙った思い出があり

ます。あの時は理解できませんでしたが後に田嶋

ガバナー年度で地区幹事をし、設立に関する諸々

の事情も良くわかりました。また実際に名古屋ア

イリスＲＣを立ち上げる際に関わり入会後の移

籍・転籍は難しい事も初めて理解をしました。特

にチャーターメンバーはバッジも違いクラブが

存続する限り一生称えられます。それだけ価値が

あるわけです。また一度クラブ会長諸々の役を経

験されたのに、クラブを変わりまた新会員として

スタートするなんて考えられないですよね。こち

らも実際にはあり得ない話だと思います。 

さて名古屋北ＲＣは今月と来月の２月間は名

古屋東急ホテルが開業以来の全館クローズとな

りリニューアル工事を行っている関係で例会が

伏見の名古屋観光ホテルで行われます。いずれに

いたしましても名古屋葵ＲＣとは親密な関係を

続けていきたいと考えております。創立１４年目

クラブの皆様の益々のご活躍更に素晴らしいク

ラブに向かわれることを祈念してご挨拶とさせ

て頂きます。 

 

 

12 本日のプログラム 

「バナナペーパーについて」 鳥原 久資君 

 

13 点鐘 

 

☆ 次回例会案内 

 2018年 8月 23日（木） 

 内容：地域清掃活動 

 

☆ 今月のお誕生日 

  ３日 野村 桂子様 

 ２１日 阿部 規久子様 

 

☆ 委員会報告、メーキャップ報告は 

お早めに 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

 

 

☆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 

 

  7/18 7/26 出席率    7/18 7/26 出席率 

阿部 
 

○ 75％  田中 
 

 25％ 

石田 7/23 ○ 100％  鳥原 ○ ○ 100％ 

小笠原 7/30  50％  野村 ○ 7/30 100％ 

岡田 
 

 25％  藤田 7/17 ○ 100％ 

加藤寛 ○ 7/17 100％  堀口 ○ ○ 100％ 

加藤久 ○ ○ 100％  村上 
 

 0％ 

加納 7/30  75％  山田 7/23 ○ 100％ 

小玉 7/17 7/23 100％  吉田 7/17 7/23 100％ 

佐藤 
 

 25％  吉村 7/30  75％ 

  計 13 11 75％ 

 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％ 


