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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６２５回（2018～2019年度第 22回）例会 

２０１９（平成３１）年１月１７日（木） ８：００～ 

開催場所 布池教会聖ヨゼフ館  担当 職業奉仕委員会 

 

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 

 

４ ニコボックス報告 

 前累計 ２９３，２８０円  

本日  １２，０００円（ ６件） 

  累計 ３０５，２８０円 

  目標 ７０３，０００円（43.4％） 

 

５ 出席報告 

（出席数／補填数／会員数 出席率） 

 本 日  ８／０／１９ 42.1％ 

 前 回 １１／１／１９ 63.2％ 

 前々回  ８／４／１９ 63.2％ 

 

６ 幹事報告 

①理事会予定 

・１月２２日（火）19：00～ 

場所：ステーキハウス MARUTA（マルタ） 

   名古屋市中区錦 3-7-23  

三交イン名古屋錦 1F 

    052-973-0141 

担当：職業奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

②行事等（参加者敬称略 点鐘予定時間） 

以下の例会につきまして、至急 WEB にてご登録を

よろしくお願いいたします。 

・１月２４日（木）10時 20 分～ 

 職場訪問例会 

（（株）オカムラ 名古屋ショールーム） 

 大名古屋ビルヂング１４階 

 

・１月１８日（金）16 時～17時 30分 

 第７回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 

 ガバナー事務所 

 出席予定：加納 

 

・１月２９日（火）15時 30 分～20 時 

 ロータリー財団全委員研修会及び全委員会 

 ガバナー事務所 

 出席予定：加納 

 

・２月４日（月）17時～18 時 10分 

 第３回合同ローターアクト委員会 

 名古屋東急ホテル 

 出席予定：小玉 

 

・２月５日（火）15時～17 時 

 第５回地区社会奉仕委員会 

 ガバナー事務所 

 出席予定：加藤（久） 

 

・２月６日（水）18時～19 時 

 第２回 25RC社会奉仕委員長会議 

 TKP 名古屋ビジネスセンター 

 出席予定：藤田 

 



 

・２月１５日（金）13 時～17 時 

 ロータリー財団補助金管理セミナー 

 名古屋東急ホテル 

 出席予定：阿部・加藤（久） 

 

・２月２４日（日）15時 30 分～18 時 30分 

 しゃちほこ杯 

 ホテル名古屋ガーデンパレス 

 出席義務者：小玉 

 

・２月２５日（月）18時 30 分～20 時 30分 

 職業研修チーム(VTT)歓迎会 

 名古屋東急ホテル 

 出席予定：加納 

 

７ 委員会等報告 

・１月１８日（金）19 時～ 

 クラブ奉仕委員会・職業奉仕委員会 

 場所：未定 

 

・１月２９日（火）19 時～ 

 社会奉仕委員会 

 場所：味樹園 泉店 

    名古屋市東区泉 2-16-21 

    052-939-566 

 

８ 近況報告 

「水道法の改正について」 

山田 真君 

 

 

 

９ 会長挨拶 

「健康管理について」    会長 堀口 久君 

 

 

 

10 本日のプログラム 

「干支の仏様」         吉田 龍宏君 

 

 

11 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 

 2019年 1月 24日（木） 

 内容：職場訪問例会 

 

☆ 今月のお誕生日 

  １日 石田 壽 様 

  ６日 石田 美紀子様 

  ９日 田中 利幸様 

 ２２日 佐藤 陽一様 

 

☆ 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 

 

  12/20 1/10 出席率    12/20 1/10 出席率 

阿部 12/25 ○ 90％  鳥原 ○ ○ 100％ 

石田 ○ ○ 100％  長田 ×  29％ 

小笠原 ×  20％  野村 ○ ○ 100％ 

岡田 ×  25％  藤田 ○ ○ 100％ 

加藤寛 ×  90％  堀口 ○ ○ 100％ 

加藤久 ○ ○ 100％  村上 ×  5％ 

加納 ○ ○ 95％  山田 12/20 ○ 100％ 

小玉 12/25  95％  吉田 ○ ○ 100％ 

佐藤 ×  20％  吉村 × ○ 80％ 

田中 12/20 12/30 85％  計 12 12 75％ 

 ８月 ９月 １０月 １１月 

名古屋葵 81.48％ 86.11％ 79.17％ 75.44％ 

分区内最低※ 82.06％ 79.00％ 82.24％ 80.21％ 

地区内最低※ 52.50％ 45.00％ 47.50％ 47.50％ 

分区平均値 90.01％ 88.88％ 89.76％ 88.11％ 

地区平均値 92.75％ 92.17％ 92.61％ 91.73％ 


