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第 95 回例会 2015 年 7 月 1 日（水）

名古屋アイリスロータリークラブ
RID2760 THE ROTARY CLUB OB NAGOYA IRIS
～ 世界へのプレゼントになろう Be a gift to the world ～
2015-16 年度国際ロータリー会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン
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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：安井 忠
「楽しく・深く理解するアイリス」

本日から新年度が始まります。安井会長、島村幹事
■ 斉唱

君が代、奉仕の理想

全力投球でよろしくご指導賜ります様お願い申し上

■ 司会

安井 嗣博 会員

げます。感謝

■ 出席者報告 出席者数 28 名 / 会員数 37 名
出席率

三木 庸行 会員

75.67％

安井丸の出航を祝し無事航海が終わることを祈念し

前々回(第 94 回)修正出席率は 74.28％(26/35)

ております。
竹内 祐子 会員

■ 本日のゲスト・ビジター紹介

新会長

特別代表 名古屋北 RC 浦野 光男 様

会員様宜しくお願いいたします。楽しいアイリスの

パストガバナー名誉会員 田嶋 好博 様

会にしましょう。

■ ニコボックス報告

藤森 淳 会員

パストガバナー名誉会員 田嶋 好博 様

新年度の始まりです。安井会長、島村幹事１年間宜

安井会長はじめ皆様のご活躍をお祈りして

しくお願いいたします。

特別代表 名古屋北 RC 浦野 光男 様

後藤 卓郎 会員

本日より新年度を迎え新しい安井・島村丸が 1 年の

今月６２歳になります。基礎年金受給まであと３年

航海に向け出航されます。おめでとうございます。

です。サラリーマン生活もあと３年？

どうか安全ですばらしい年度になります様お祈念申

菊池 富士子 会員

し上げます。

荒山会長

安井 忠 会長

新年度を迎えます、今後もよろしくご指導お願いい

本年度会長を務めさせていただきます。

たします。

皆様の為に一生懸命働きます。

鈴田 正道 会員

皆様の御協力お願い申し上げます。

誕生日は 7 月 19 日です。皆様ご存じでしょうが、7

島村 恵三 幹事

月 20 日は終業式の日、子供の頃は 19 日に祝われ 20

本年度スタートです。

日に通知表を持って帰って怒鳴られるという天国と

１年間宜しくお願いいたします。

地獄の時期でした。今は怒られることは無いのです

櫻井 孝充 会長エレクト

が誕生日を祝ってくれるのは錦の蝶だけになりまし

荒山会長、藤森幹事

た。

１年間ご苦労様です。
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安井様、新幹事

藤森幹事

島村様

新理事、役員、

１年間ありがとございました。

安井 嗣博 会員
新年度宜しくお願いします。
今日退院して初めて病院に行き検査の結果数値を褒
めてもらいました。また鈴田さんの会社から当社へ
の表彰状頂きありがとうございました。
須賀 祐介 会員
例会運営、ニコボックスの担当として安井会長、島
村幹事を縁の下でお支えさせていただけるよう頑張
ります。

■会長挨拶

青島 彩子 会員

皆さん今日は、早いものでアイリス・ロータリーク

7 月 7 日に４４歳になります。

ラブ発足から、あっという間の２年が過ぎました。

早川 圭一 会員

本日より名古屋アイリス・ロータリークラブとして

新入会員です。

３年目のクラブ活動に入ります。

宜しくお願いします。

そして今日から一年間、浅学非才な私めでは有りま
すが、名古屋アイリス・ロータリークラブの会長を

■メダル授与

努めさせて頂きます。安井

新会長より前会長荒山直前会長、藤森前幹事に対

忠であります。

ロータリーは、１９９０年より名古屋港ロータリー

してメダルの贈呈、花束贈呈が行われました。

クラブの会員として２００３年まで１３年間在籍し
ておりました。
そして、アイリスにて２年、計１５年の経験者で有
りますが中１０年以上のブランクが有り、浦島太郎
と同じであります。
また１からやり直しているのと同じでありまして
皆様に大変御迷惑、御心配をお掛けする事が

多々

有ると存じますが、どうかお許しを願いたいと思い
ます。又、この場所をお借りしまして何の経験も無
■新会員の紹介

い荒山久美前会長様は１年目の幹事２年目に会長と

新入会員の村田会員、早川会員からの挨拶とバッ

経験の有る三木さんや私もビックリする位、大活躍

チの授与は行われました。

をなされました。
そして直前幹事の藤森様を含めて本当にありがとう
ございました。そして大変、ご苦労様でございまし
た。
そんな荒山前会長の後の私は

非常にプレッシャ

ーが掛かっております。しかし、御指名を頂いた以
上

島村幹事と共に一年間身を粉にしてアイリスの

為ロータリークラブの為にベストを尽くしたいと存
じておりますので皆様の御理解
よう心よりお願い申し上げます。

2

御支援を賜ります

又、本日は北ロータリークラブより浦野三男特別代

性を強調されました。

表

好博にお越し頂き、本年も何卒、一昨年、

結論として、各課題に対する簡単な答えは有りませ

昨年に増してのアイリスクラブに御指導、御協力頂

ん。しかし何とかして答えを見つけなければなりま

きます様お願い申し上げます。

せん。それを見つけるのは他でもない私達ですと結

田島

【本年度ＲＩ会長】はスリランカ・コロンボ

ロー

んでいます。すなわちＫ・Ｒラビンドラン国際ロー

タリークラブのＫ・Ｒラビンドラン国際ロータリー

タリー会長は私達ロータリークラブは

会長です。本年度のＲＩ会長のテーマは【世界への

の頂点に立つ人の集まりです

プレゼントになろう】

その才能を世界にプレゼントしましょう。

であります。

その一つがポリオの無い世界を作る事です。

ロータリーの会員はこの一年が、その才能と力の限

そして、職業分類システムで会員増強は中々難しい

りを尽くして世界へのプレゼントとなる人々です。

ですが増強をしないとこれからロータリーの成功は

信念・情熱・才能を捧げるだけで無く、皆さん自身

無い世界の多くの地域で薄れつつあるロータリーの

を世界へのプレゼントとして捧げて下さい。と伝え

イメージを変える必要が有る新会員を迎え入れ現会

られています。

員の積極的な財団への参加を促す重要性を強調され

そして私達は、ポリオの無い未来を世界の子供達に

ています。

約束しました。

それをやるのが私達ですとまるで禅問答の様ですが

２５年前にロータリーがポリオ撲滅の目標を掲げた

今こそ真の変化を成し遂げる時そしてロータリーク

とき１２５カ国にポリオウイルスが常在し毎日

ラブが【世界へのプレゼントになろう】のテーマと

1000 人以上の子供達がポリオにより麻痺障害の犠

なっています。又、２７６０地区の加藤陽一ガバナ

牲となっていました。

ーは、地区方針を【ロータリーの原点に学ぶ

現在は、アフガニスタン・ナイジェリア・パキスタ

情と寛容の輪を拡げよう～】

ンの３カ国のみになり２０１４年のポリオの症例数

と掲げ、行動指針を・高潔なロータリアンを目指し、

は３３３件になりました。

常にバッチを着用する・例会に積極的に出席し、ロ

もう少しでポリオの無い世界がやって来ますと

そ

全ての職業

～友

ータリー活動を楽しむ・自主的クラブ運営・会員増

して、会員増強にも触れました。

強・退会防止・地区の改善の改革としました。

私達の組織の基本は人生のあらゆる場面における

加藤ガバナーの行動指針は次週にお話しをする事に

高い論理基準と各クラブの人材の多様性を奨励する

します。

職業分類システムです。

そして、我がアイリス・ロータリークラブは

これは、会員増強がしにくいシステムでは無いかと

度の荒山会長は進化するアイリスという方針であり

言われますがこのシステムがロータリーの成功に欠

ました。ようやく各委員会が少しずつ機能する様に

かす事が出来ずなおざりにすれば自らを危険に陥れ

なって来ましたので本年は、更なる進化を求めて楽

る事に成りますと訴えています。

しくもう少し深く理解出来る様、各委員会に求めて

ブランデング(価値を高める)の取り組みもロータリ

行きたいと思っています。

ーの発展にとって極めて重要で有り世界の多くの地

従って

域で薄れつつあるロータリーのイメージを変える必

イリス】にしたいと思っております。

要が有ると述べております。

お互いに助け合って委員会の機能を果たして頂きま

そして、ロータリー財団への寄付を推進し新会員を

すと自ずからロータリーの事が少しずつですが

迎え入れ現会員の積極的な参加を奨励する事の重要

解出来ています。
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前年

私の会長方針は【楽しく・深く理解するア

理

余り一度に何でもやろうとせずに少しずつ楽しく
もう少し突っ込んでロータリーを理解して頂ければ
と思っています。そして、何と言っても会員を増や
して頂く事です。
皆様は、ほとんどの方がチャーターメンバーです。
一人ひとりが一人ずつ御紹介を頂ければ会員数は倍
増します。やはり２７６０地区では５０名にならな
いと事務局も置けません。皆様の御苦労を和らげる
為にも近い将来事務局を置きたいと私は思っており
ます。
私達アイリスにも東名古屋分区から又、２７６０地
区から色々な役割が廻って来ます。
その為にも事務局が必要です。いつまでも北ロータ
リーさんにおんぶに抱っこでは私達の恥であります。
それでは、会員５０名を目指して皆様の御協力をお
願い申し上げ第一回の会長挨拶と致します。
一年

宜しくお願い申し上げます。

■ 幹事報告
島村幹事からの就任の挨拶とクラブ倶楽部計画書の
説明がありました。
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