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Miwahoikuen 36 Emura Kanaiwa Ama Aichi 490-1221 Japan 

TEL052-462-0030  FAX052-444-1735 

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６１１回（2018～2019年度第 8回）例会 

２０１８（平成３０）年９月６日（木） １９：００～ 

開催場所 布池教会聖ヨゼフ館  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 

東名古屋分区ガバナー補佐 長瀬 輝代之様 

（名古屋守山ロータリークラブ） 

R.I.D.2760地区副幹事     牧野 渉様 

（豊橋ロータリークラブ） 

R.I.D.2760地区スタッフ   井口 貴嗣様 

（豊橋ロータリークラブ） 

東名古屋分区幹事      伊藤 陽介様 

（名古屋守山ロータリークラブ） 

東名古屋分区副幹事    加藤 恭太郎様 

（名古屋守山ロータリークラブ） 

 長田 孝守様 

 

４ ニコボックス報告 

 前累計  ８１，０００円  

本日  ５５，０００円（１６件） 

  累計 １３６，０００円 

  目標 ７０３，０００円（19.3％） 

 

５ 出席報告 

（出席数／補填数／会員数 出席率） 

 本 日 １５／０／１８ 83.3％ 

 前 回  ８／３／１８ 61.1％ 

 前々回  ７／８／１８ 83.3％ 

 

 

 

 

６ 幹事報告 

①理事会予定 

 ９月１８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） 

・９月８日（土）14時 30分～17時 

 地区審議会及び指導者育成セミナー 

 名鉄ニューグランドホテル 

 出席予定：堀口 

 

・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 

 

・９月１２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 

 

・９月２５日（火）15 時～19 時 

 第１回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・加藤（久） 

 

・９月２９日（土）15 時～20時 30分 

 名古屋名城ＲＡＣ９月第２例会 

 中日小野浦キャンプバンガロー村 

 出席義務者：小玉 

 

 



 

・１０月５日（金）15時 30 分～19 時 

 クラブ国際奉仕委員長会議 

 名鉄グランドホテル 

 出席義務者：田中 

 

７ 委員会等報告 

・９月７日（金）19時～ 

 クラブ奉仕委員会 

 場所：未定 

 

・９月２６日（水）19 時～ 

 青少年奉仕委員会 

 場所：未定 

 

・９月２７日（木）19 時～ 

 社会奉仕委員会 

 場所：未定 

 

・９月２７日（木）19 時～ 

 社会奉仕委員会 

 場所：未定 

 

８ 会長挨拶 

「防災週間について」    会長 堀口 久君 

 防災週間のいわれ、台風２１号上陸の折りに大

阪にいらっしゃった時の様子などをお話しいた

だきました。 

 また、防災定義について貴重なご意見をいただ

きました。 

 

９ 本日のプログラム 

「ガバナー補佐訪問」 

東名古屋分区ガバナー補佐 長瀬 輝代之様 

今年度東名古屋分区ガバナー補佐を務めさせてい

ただいております、名古屋守山ロータリークラブの

長瀬です。よろしくお願いいたします。 

今年度のバリー・ラシン RI会長のテーマは「イン

スピレーションになろう」です。英語のインスピレ

ーションは、第六感、閃きなどと訳されますが、他

に、鼓舞する、前進する、活力がでる、刺激となる、

などの意味もあります。ですから、地区では「イン

スピレーションになろう」を「何々する人になろう」

と読み換える事を推奨しています。例えば「前進す

る活力を感じる人になろう」「気づき、刺激を与える

人になろう」という事であります。 

村井ガバナーの地区方針は、「あなたの街でロータ

リーを！あなたの街からロータリーを！」というも

のです。ロータリーの奉仕の理念を学び、その先に

奉仕の実践をしましょう。奉仕の実践をする、あな

たの街で、あなたの街から、という事です。こうし

た活動は、RI会長テーマ「インスピレーションにな

ろう」につながると思います。今年度堀口会長の活

動方針もこうした内容を十分理解され、反映されて

いると思います。 

そして、奉仕の理念を学ぶ機会として他クラブの

例会に出席をしましょう。活動を見たり、情報交換

する事で、そのクラブの良さを知り、自クラブの良

さを再発見する事ができます。先輩会員が、新会員

に同行してあげてください。地区予算から新会員の

ビジターフィーを補助します。参考までに、名古屋

北ＲＣと名古屋守山ＲＣは相互にこうした取り組み

を行いました。 

次に、ガバナーの行動指針についてお話します。 

分区内交流活動について。これは他クラブの例会

に出席しましょう、卓話者の交換をしましょう、と

いう事であります。こちらには夜例会と表示があり

ますが、他のクラブでは葵クラブの早朝例会につい

てもご紹介したいと思います。是非ほかのクラブに

顔を出して頂きたいと思います。また、なかなか外



 

部の卓話者を探すのがむつかしいとのお話もありま

した。他のクラブでよかった卓話の情報交換をして、

卓話者を紹介しあうとよいのではないかと思います。

併せて、私共 12クラブで提唱している名城 RACがあ

ります。こちらにも出席をして頂けると幸いかと思

います。 

次に、工夫した例会の開催ということで、笑いの

ある、私語のない、楽しい例会にしましょう。そし

て、入会式は心に残るセレモニーにしましょう。会

員のショートスピーチなど、楽しい企画を実施しま

しょう。たまにはロータリーソングを 2番 3番まで

歌ってください。童謡、歌謡曲なども実際に取り上

げてみると、皆さんが楽しい雰囲気になります。 

ポリオ撲滅について、ポリオ例会をしましょう。

地区からポリオの卓話者を呼びましょう。また、Ｗ

ＦＦに参加し、ポリオ撲滅にご協力ください。チケ

ットの購入、広告協賛をお願い致します。また、会

員一人 30ドルのご寄付をお願いしています。 

会員増強については、先ほどの懇談でも会員増強

についてお伺いしました。特に女性会員や若い会員

を増やしましょうということであります。また、名

城ローターアクトクラブへの支援もよろしくお願い

します。 

ロータリーデーを楽しみましょうについては、こ

ちらのクラブでは東区との様々な取り組みの中で素

晴らしい実績を積み重ねていらっしゃると伺いまし

た。公共イメージの向上にもつながっていると思い

ます。 

その他として、ガバナー月信を読みましょうです

が、委員の方にこうした記事が載ってましたという

ご案内をいただくだけでも、関心が高まるかと思い

ます。地区のホームページに活動の記録をぜひ載せ

てください。また、マイロータリーの登録率は、堀

口会長は高い目標を掲げられておりますが、他クラ

ブよりもかなり高いと思います。ロータリー賞やガ

バナー賞への挑戦もぜひ取り組んでください。ハン

ブルグの国際大会への参加もよろしくお願いします。 

最後に、ポリオの活動の動画をご紹介します。（以

下略） 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

10 「ご案内」 

R.I.D.2760地区副幹事 牧野 渉様 

 11 月 11 日開催の地区大会、翌年 6 月開催のド

イツハンブルク国際大会のご案内をいただきま

した。 

 

 

11 点鐘 

 

☆ 次回例会案内 

 2018年 9月 13日（木） 

 内容：会員卓話（石田壽会員） 

 場所：布池教会聖ヨゼフ館 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「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 

 

☆ 今月のお誕生日 

  ４日 吉村 裕子様 

 １８日 阿部 恵彦様 

 １８日 小玉 すみか様 

 ２１日 鳥原 久資様 

 ３０日 堀口 久様 

 

☆ 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 

 

  8/23 8/30 出席率    8/23 8/30 出席率 

阿部 ○ 8/21 67％  田中 8/30  33％ 

石田 ○ ○ 100％  鳥原 8/17  100％ 

小笠原 
 

 50％  野村 8/30 ○ 83％ 

岡田 8/30  17％  藤田 ○ ○ 100％ 

加藤寛 ○ ○ 100％  堀口 ○ ○ 100％ 

加藤久 ○ ○ 100％  村上 
 

 0％ 

加納 8/10 ○ 100％  山田 ○ 8/21 100％ 

小玉 8/17 ○ 100％  吉田 8/10 8/17 100％ 

佐藤 8/30  17％  吉村 
 

 67％ 

  計 15 11 74％ 

 ３月 ４月 ５月 ６月 

名古屋葵 67.50％ 57.50％ 63.33％ 60.00％ 

分区内最低※ 74.81％ 78.07％ 74.08％ 79.74％ 

地区内最低※ 55.56％ 70.18％ 71.74％ 74.69％ 

分区平均値 88.16％ 87.07％ 87.06％ 88.20％ 

地区平均値 92.11％ 92.58％ 92.07％ 93.38％ 


