
 

 Weekly Report 第 83回例会 2015年 3月 27日（金） 
 

名古屋アイリスロータリークラブ 
RID2760 THE ROTARY CLUB OB NAGOYA IRIS 

ロータリーに輝きを 

Light Up Rotary 
2014-15 年度国際ロータリー会長 ホァン黄其光 Gary C.K. Huang（台湾・台北ＲＣ） 

例会日：毎週水曜日 13:00～14:00 

例会場：ANA クラウンプラザ グランコートホテル名古屋 

創 立：2013 年 6 月 5 日 

会 長：荒山 久美 

  

 

６ＲＣ合同例会 

会場：東急ホテル 18:00～ 

 

■ 斉唱 

「奉仕の理想」 

 

■ 司会 

北ＲＣ 会場設営委員 青木秀人 会員 

 

■ 出席者報告 

会員数：34 名 

出席者：19 名 

出席率：44.1％ 

 

6RC合同例会次第 (以下敬称略) 

18:00～第 1 部例会 

司会：北 RC 会場設営委員青木秀人 

1.点鐘 北 RC 会長 田中正樹 

2.ロータリーソング「奉仕の理想」 

北 RC ソングリーダー 朝倉淳一 

3.会長挨拶 

守山 RC 会長 木村邦彦 

名北 RC 会長 岩田滿治 

錦 RC 会長 落合和子 

葵 RC 会長 加納伸康 

アイリス RC 会長 荒山久美 

北 RC 会長 田中正樹 

4.次回ホストクラブ挨拶 

 守山 RC 会長エレクト 井上誠 

5.点鐘 北 RC 会長 田中正樹 

 

 

18:30～第 2 部懇親会 

  司会：北 RC 親睦活動委員長 亀井壮太郎 

1.アトラクション 「二胡演奏」張濱(チャン・ビン) 

2.乾杯、会食 

  元名古屋第二分区代理 

  名古屋名北 RC ガバナーエイド 

名古屋葵・名古屋アイリス RC 特別代表 浦野三男 

3.ロータリーソング「手に手つないで」 

  北 RC ソングリーダー 朝倉淳一 

4.閉会挨拶 北 RC 副会長 岸田賢次 

 

■ 会長挨拶 

名古屋守山ロータリークラブ 

井上誠 会長エレクト 

 次年度６ロータリークラブ合同例会のホストを務めま

す。名古屋守山ロータリークラブ会長エレクトの井上 

誠でございます。 

 本日は田中会長はじめ北ロータリークラブの皆さまに

大変お世話になり、ありがとうございました。 

 ここで、次年度のご案内をさせて頂きます。 

日時は、平成 28 年 3 月３０日 水曜日 18 時より、名

古屋マリオットアソシアホテル１６階タワーズボールル

ームにて開催を予定しています。 

次年度ＲＩラビンドラン会長のテーマは「世界のプレゼ

ントになろう」です。本日の例会を参考にさせて頂き、

また 1 年間じっくり考えて準備してまいります。皆様に

素敵なプレゼントになるような合同例会になればと思っ

ています。 

 本日同様多くの皆様にご参加頂きますよう、クラブメ

ンバー一同頑張ります。 

 どうぞよろしくお願い致します。 

 



名古屋名北ロータリークラブ 

岩田滿治 会長 

皆様 今晩は、只今ご紹介に預かりました名北クラブの

岩田でございます。 

まずもって、本日の６ＲＣ合同例会の開催にあたり、ホ

ストとして、ご尽力戴きました北ＲＣの田中会長・矢形

幹事お二方を始め、関係各位の皆様には心より敬意を表

しますとともに、厚く御礼申し上げます。また、多くの

皆様の参加に加え、各クラブ女性会員のあでやかなお姿

でのご参加により、まさに百花繚乱！本日の合同例会に

花を添えて頂きました。これを機会に６ＲＣ会員の皆様

が大いに交流と親睦を深められ楽しいひと時を過ごされ

んことを祈念申し上げます。 

私共のクラブは北ＲＣをスポンサーとし、１９８１年３

月４日、地区内５５番目のクラブとして、誕生致しまし

た。おかげさまで、次年度は創立３５周年を迎える事が

出来ます。この間、親クラブである北ＲＣの皆様始め、

多くのクラブ会員の皆様には温かいご支援を戴き今日に

至っております。名北クラブ会員を代表致しまして、心

より厚く御礼申し上げます。 

会員数４０名弱のクラブではございますが、会員一丸と

なって、四つのテストの実践と、奉仕の理想に向かって

努力邁進致す所存でございます。今後共よろしくご指導、

ご鞭撻の程お願い申し上げます。 

結びと致しまして、本日ご参加されました６ＲＣ会員皆

様方の益々のご健勝と、ご多幸を心より祈念申し上げご

挨拶とさせていただきます。 

 

名古屋錦ロータリークラブ 

落合和子 会長 

名古屋錦ロータリークラブ会長の落合和子です。 

本日の合同例会のホストを務めていただいております、

名古屋北ロータリークラブの田中会長、矢形幹事をはじ

めとしてクラブのメンバーの方々には大変お世話になり

ます。 

さて、今年の名古屋錦ロータリークラブのテーマは、

「出会いに感謝」とさせていただきました。ロータリー

クラブの真髄は、奉仕と親睦といわれます。親睦を深め

ることで奉仕も実のあるものになるのではないかと思い

ます。また、親睦は仲間との出会いがはじまりです。 

来年は、わがクラブも２０周年を迎えます。縁あって

集まったロータリアンが、互いの出会いに感謝し合うこ

とを再度確認することが大切との思いから、このような

テーマとさせていただきました。 

 そのため、例会の充実を特に意識して、例会の開始１

０分前からストレッチ体操を行い、心とともに体もほぐ

してもらうことにしました。また、会長挨拶の後、卓話

の前に５分から１０分程度、毎回メンバーに「私の履歴

書」と題してこれまでの人生で転換点となった出来事や

思い出を語っていただき、メンバー同士の理解を深める

ことにしました。 

 最後に、先ほども申し上げた通り、我がクラブは来年

２０周年となり、世間で言えばやっと成人の仲間入りと

なります。このように先輩諸氏の大勢おられる６ロータ

リークラブの合同例会に参加させていただくことにより、

皆様方と親睦を深めさせていただくとともに、これまで

以上にご指導ご鞭撻をいただきますよう宜しくお願い申

しあげます。ご静聴まことに有り難うございました。 

 

名古屋葵ロータリークラブ 

加納伸康 会長 

本日は６RC合同例会に際しまして、ご準備頂きました

会長の田中様、幹事の矢形様はじめ名古屋北ロータリー

クラブの皆さまに深く感謝申し上げます。 

本年度は RIテーマの『ロータリーに輝きを』の元、当ク

ラブは『楽しんで輝こう』をクラブテーマとして、例会

や地区・分区行事に積極的に参加し、楽しみ、一人一人

が輝けるべく活動してまいりました。 

その中でクラブ初の地区補助金事業も地区補助金委員会

の方々のご支援のおかげで、実施することができました。

本当にありがとうございます。 

また会員増強では２名の方が入会されました。 

来年度は当クラブから初のガバナ補佐を選出するとい

う大役も仰せつかりました。１歩づつ、試行錯誤を重ね

ながらロータリーについて勉強し、奉仕の心を育て、皆

様に認められるクラブになるよう精進してまいります。 

 最後になりますが、当クラブの１０周年記念例会を来

たる６月４日に開催させて頂きます。東名古屋分区の会

長・幹事様にはご足労をお掛けして申し訳ございません

が、ご参加くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

どうぞこれからも名古屋葵ロータリークラブをよろしく

お願いいたします。 

 



名古屋アイリスロータリークラブ 

荒山久美 会長 

名古屋アイリスロータリークラブ２代目会長の荒山久

美です。２０１３年６月１８日にＲＩより承認されて以

来はや２年が経とうとしております。設立にあたり親ク

ラブである名古屋北ロータリークラブを始め、多くの先

輩ロータリアンの皆様に多大なご助力とご支援をいただ

きました。本日、親クラブを含む６ロータリークラブ合

同例会に参加させていただけるこの機会をお借りし、今

一度、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、当クラブはロータリークラブの伝統を重んじつ

つも、会員構成の１／３以上が女性、さらには設立時、

親クラブからの派遣を受けず、チャーターメンバーの９

０％以上が全くの新人という陣容で発足致しました。ロ

ータリアンとしての知識や経験がほぼゼロの船出を致し

ましたので、昨年度は右も左もわからずということもあ

り、ややもするとまとまりを欠くこともございました。

しかし、毎週水曜日に昼食を共にしている間に徐々に親

睦を深めることができ、それなりの特色を持つクラブと

してまとまってまいりました。 

今年度は、テーマを「進化するアイリス」に定め、会

員各人がロータリーについての理解を深め、クラブ運営

についてはアイリスならではのシステム作りを継続して

おります。今年度の奉仕プロジェクトは地域に存在を知

っていただくために、金山周辺での活動を実施する予定

にしております。６クラブ中最も若いクラブとして、２

７６０地区内の活動をしっかりと勉強させていただき、

どのような形で会員増強を進めると活発なロータリー活

動に繋がるのかを考え、また同時に「進化」の方向を見

据えた奉仕活動を展開して参りたいと考えております。

今後も当クラブが一丸となって活動に取り組んで参る所

存でございますので、ご指導を賜れますようお願い申し

上げます。 

 

名古屋北ロータリークラブ 

田中正樹 会長 

 本日は守山、名北、錦、葵、アイリス、北の６ロータ

リークラブの合同例会です。私ども北ＲＣがホストを務

めさせていただきます。前回より名古屋アイリスロータ

リークラブさんを加えて６クラブ合同例会として開催で

きますことを心よりうれしく思っております。大いに歓

談し、親睦の輪を広げていただきたいと存じます。 

 本年度、名古屋北ロータリークラブにおきましては、

「深めよう！友情の絆 広めよう！ロータリーの心」を

テーマに、例会の充実、ロータリー研修会の実施等の施

策に取り組んでまいりました。ロータリーの基本はまず

例会に出席することであり、そこから親睦、奉仕の輪が

広がっていくものと思います。「言うは易く、行うは難し」

と申しますが、一歩ずつ確実に歩を進めてまいりたいと

考えております。 

 本日は大いに歓談し、楽しんでいただければ幸いに存

じます。 

 

 

■ 次回例会 

 第 84回 4月 1日(水) 

 次回卓話 名古屋北ＲＣパストガバナー 

      田島好博氏 

         

 


