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第 35回例会 2014年 3月 13日 木曜日 雨

6RC合同例会（名古屋北・守山・名北・錦・葵・アイリス）

第 1部 例会 18：00～18：30
1.点鐘

2.斉唱 ロータリーソング 「奉仕の理想」

3.各クラブ会長挨拶

4.次回ホストクラブ挨拶

5.点鐘

第 2部 懇親会 18：30～20：00
1.乾杯  

東分区ガバナー補佐 三浦 俊彦

2.会食・アトラクション

アトラクション 中国雑技

3.斉唱 ロータリーソング「手に手つないで」

4.閉会挨拶

出席者報告

例会 第 35 回（3/13） 第 34 回（3/5） 第 33 回（2/26）

会員数 32 名 32 名 32 名

出席 19 名 25 名 22 名

欠席 13 名 7 名 10 名

Make Up

出席率 59.38% 78.13% 68.75%

3月 13日（木）名古屋東急ホテル ヴェルサイユ

の間にて 6RC 合同の例会及び懇親会が盛大に開催

されました。当クラブにとっては設立してから初め

てお仲間に入れていただいての参加となりました。

例会変更ということもありましたが、19名の参加が

ありました。フルコースのお食事とスリルと笑いの

中国雑技で楽しく過ごすことが出来ました。各会員

は 6RC混合の着席ということで、それぞれ他クラブ

の会員様たちと懇親を深めていただけたでしょう

か？この合同例会も 2-3年後には当クラブにホスト

役が廻ってきます。今回、来年の合同例会を参考に

していただき、係が割り当てられたら各会員が協力

し合って、よい例会に作り上げていきたいと思いま

す。その節は皆様のご協力をお願い致します。

各会長挨拶

名古屋北 RC 柴田会長 今宵は恒例の合同夜間例会

です。今年からアイリスＲＣが加わり、６ＲＣの合

同例会となりましたので、楽しみにしております。

なお、ホストの葵ＲＣの皆様には、本例会をご準備

いただき心から感謝申し上げます。又、アイリスＲ

Ｃの皆さんは、合同例会は初めてですので、特に親

子・兄弟の同族クラブの会員の皆さんと積極的に交

流され、大いに親睦を深めていただきたいと思いま

す。 さて、本年度の我が名古屋北ロータリークラ

ブは「もっとロータリーを知ろう」をクラブテーマ

とし、我々はロータリーをもっと勉強し、ロータリ

ーに積極的に参加し、ロータリーを実践していく事

に重点をおいてまいりました。そのテーマを具体的

に実践するために、メンバー同志もっと知り合おう

という事で、ＩＤＭ、家族忘年会、家族旅行会、会

員の職場見学会等において趣向を凝らして、多くの

会員及び家族が参加される様考えて、実行してきま

した。又、いつも参加したくなる楽しい例会にしよ

うという事で、卓話の充実をはかってまいりました。

そして長期ビジョン委員会を創設し、社会奉仕、

国際奉仕について、今後の奉仕先の検討及び現在の

奉仕活動の見直しを行っております。もう一つ、ロ

ータリー研修委員会を創設いたしまして、ロータリ

ーの理念、目的等について、新入会員はもちろんの

事、既会員についても定期的に勉強し、思い出して

頂く様、年に数回研修を行っております。最後に会

員増強でありますが、就任当初１００名を目指すと

宣言をしてしまいましたが、現在まだ９５名の状況

です。期首９１名から出発しまして、今日までに６

名の入会者がありましたが、残念ながら２名の退会

者が出てしまいました。残り３ヶ月の間に何とか５

名以上の新入会員を推薦していただく様、各会員に

お願いしているところでございます。

名古屋守山 RC木村会長 本日は阿部会長はじめ名

古屋葵 RC 様には合同例会のホストをお勤め頂きま

ことにありがとうございます。また、先ほど北 RC、

柴田会長様よりお話しがありました通り、本年度よ



り八神会長率いる名古屋アイリス RC が加わり６ク

ラブ合同例会となりましたこと大変嬉しく思います。

より多くの皆様とコミュニケーションが図れる場と

なることでしょう。そして、先週は三浦ガバナー補

佐を中心に、名古屋錦 RC 伊藤会長はじめ錦 RC の皆

様にお世話になり素晴らしい IM が開催されました

こと、お喜び申し上げますとともに、感謝申し上げ

ます。さて、私ども名古屋守山 RCは本年度、創立５

０周年を迎え、来月４月１６日に記念式典を開催い

たします。大変ご多忙の中、パストガバナー、ガバ

ナー補佐、各クラブの会長、幹事様には式典にご出

席を賜ります。５０周年を迎えられましたのもここ

にお集まりの皆様方のご指導、ご鞭撻そして厚い友

情の賜物であるとこころより御礼申し上げます。そ

して、５５年、６０年と輝けるクラブを目指してあ

らたなスタートをしようと思う所存でもあります。

５０周年にあたり、昨年より色々な記念事業を行っ

てまいりました。その一つに東谷山フルーツパーク

での植樹を行いました。創立２５周年の折、当時の

メンバーの数、８８本のしだれ桜の苗木を植樹いた

しました。それが大きく育ち、今ではしだれ桜の名

所として知られるようになりました。今回は成木８

本を植樹いたしました。皆様も是非、桜の季節には

東谷山フルーツパークにお出かけ頂き、しだれ桜を

楽しんで頂ければと思います。

名古屋名北 RC 西脇副会長 本日は、６ロータリー

クラブの合同夜間例会です。ホストクラブの皆様に

は、本例会を準備していただき、心から感謝いたし

ます。 さて、３月も半ばとなりますとまだまだ寒

さが続きますが、梅も咲き、鶯もさえずり、なんと

なく春めいた気がします。本日の例会のアイリスの

女性会員の方々、また、当会をはじめとして多数の

女性会員の方々に参加をしていただき、花園にいる

ような気持ちであります。今宵の例会は春爛漫でご

ざいます。楽しい例会を過ごさせていただきます。

また、女性会員の多数の参加は美しさだけではあり

ません。女性が活躍することにより、世界の平和の

可能性が増すことは否定出来ないことであると考え

ます。美しさと優しさは女性の本質であり、戦闘と

か争いとは対局にある概念だからです。ロータリー

クラブにおける女性会員のご活躍を期待し、本日の

美しい花園のような例会が楽しく有意義に過ごされ

ることを祈念し、当クラブの挨拶にかえさせていた

だきます。

名古屋錦 RC伊藤会長 錦ロータリークラブの伊藤

でございます。本日は合同例会に際しまして阿部会

長様、吉村幹事様始め名古屋葵ロータリークラブの

メンバーの方に感謝申し上げます。また先日はＩ.

Ｍ.に多数ご参加いただきありがとうございました。

みなさまのおかげを持ちまして無事に終了すること

ができましたことをご報告申し上げます。 さて私

どものクラブはあと２年で２０周年を迎えます。最

近は特に都会の小学校に田植え、稲刈りの農業体験

を、また農村地区の過疎の為に児童が少ない学校へ

都会の小学校から来ていただき、交換学習してもら

うことを社会奉仕のメインに据えて活動しておりま

す。また２年間にわたって応援をした米山奨学生の

パクソンジュさんが無事博士号をお取りになってメ

ンバー一同大変喜んでおります。今年は新たにアイ

リスロータリークラブがお入りになって、６ロータ

リークラブ合同の最初の例会です。お仲間が増え、

この合同例会が名古屋北ロータリークラブを中心と

してますます力強く進むことを願っております。

名古屋葵 RC 阿部会長 本日は我々がホストクラ

ブを務め、今回はあらたにアイリスロータリーが加

わり６クラブ合同例会の開催となりました。名古屋

葵ロータリークラブは創立９年目のクラブです。ま

た会員の総数は２０名と経験も浅く、人材も決して

豊富ではありません。今年度ガバナー方針である「磨

いて 輝こう」を実践できるよう、少ないながら企

画を全員で考え、行動をしてきました。交流と親睦

を深められる有意義な合同例会を実現できるよう願

っています。来年度以降、１０周年、ローターアク

トの主幹そしてＩＭと我々のクラブが受け持つ重要

な行事が目白押しです。今回もしっかり考え、学び

今後の運営に役立てたいと思っています。特に本日、

お集まりの方々にはご指導をよろしくお願いいたし

ます。最後になりましたが、本日はいたらぬ点も多

くあるとは思いますがロータリーの友情に免じてお

許しください。以上、よろしくお願いいたします。

名古屋アイリス RC 八神会長 アイリスは昨年 6
月 18日付けで RIから認証状をいただき、クラブが

発足して未だ 1 年に至っておりません 。昨年７月

末の認証状伝達式、および 10 月末に催しましたチ

ャーターナイトへは皆さま方にはお運びを賜り、大

変ありがとうございました。お陰をもちまして、ス

ローテンポながら、何とか巡航ペースでのクラブ運

営が叶うようになって来ています。会員数の異動は

2 名が脱落しましたが、その後 3 名の入会があり、

来週 19日から 純増 1名となります。これからも増

強に努めます。

今、平均余命は女性 87歳、男性 80歳、間もなく

わが国では「人生 90 年時代」となります。アイリ

スの特別代表をお勤めくださっています 北クラブ

の浦野さんにあやかり、“元気でぴんぴん”として

90 歳を超えられるよう気力を充実してロータリー

活動に励みましょう！ロータリーは活力の源泉です。

ロータリアンは、高齢者と謂われる 65 歳を超えて

からが、“いよいよ本番”です。


