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 Weekly Report 第 96回例会 2015年 7月 8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 
 

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：安井 忠   「楽しく・深く理解するアイリス」 

 

 

 

■ 斉唱 我等の生業 

■ 司会 片桐 栄子 会員 

■ 出席者報告 出席者数 28 名 / 会員数 37名 

出席率  75.7％ 

 前々回(第 94 回)修正出席率は 82.9％(29/35) 

 

■ 本日のゲスト・ビジター紹介  

会長 名古屋北 RC 尾関 孝英 様 

幹事 名古屋北 RC 古橋 茂 様 

名誉会員 名古屋北 RC 水野 吉紹 様 

名誉会員 名古屋栄 RC 八神 基 様 

■ ニコボックス報告 

2015-2016名古屋北 RC 会長 尾関 孝英 様 

 安井会長のご活躍をお祈りします。１年間宜しく

お願いいたします。 

2015-2016名古屋北 RC 幹事 古橋 茂 様 

 お世話になります。 

2015-2016名古屋北 RC 名誉会員 水野 吉紹 様 

 ロータリー友の会 地区代表委員として「ロータ

リーの友」の紹介をさせて頂きます。 

名誉会員 名古屋栄 RC 八神 基 様 

 安井、島村組のキックオフにフレーフレー 

安井 忠 会長 

北ロータリークラブより尾関会長様、古橋幹事様

そして八神、水野名誉会員様にお越しいただき御歓

迎申し上げます。 

荒山 久美 直前会長 

 昨日、接客で観光ホテルに行きました。名古屋ロ

ータリークラブの初回例会だったらしく、黒塗りの

車のオンパレードでホテルの外まであふれていて圧

倒されました。アイリスはアイリスで頑張りましょ

うね。 

加藤 正広 会員 

満６０歳、還暦を迎えました。 

親睦夜間例会の 7月 30日が誕生日です。お祝い楽し

みにしています。 

青木 恭子 会員 

東京に出張で帝国ホテルに泊まりました。東京ロ

ータリーの例会をしていましたが、メーキャップに

参加する自信がありませんでした。折角のチャンス

を逃しました。 

藤谷 猛 会員 

新年度が始まりましたが緊張感が抜けません。何

が出来るのか、何をすべきなのか、ロータリーを学

びながら試行錯誤しています。 

 

■荒山直前会長の俳句紹介 

庭に咲く 

  牡丹の大輪 

     母想う 

 

■会長挨拶 

皆様、こんにちは 
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先週は、本年度ＲＩ Ｋ・Ｒラビンドラン国際ロ

ータリー会長のテーマ『世界へのプレゼントにな

ろう』のお話しをさせて頂きました。 

今週は２７６０地区 加藤 陽一ガバナーの地区

方針のお話しをしたいと存じます。 

加藤ガバナーは、 

１．ロータリーの原点に学ぶ 

２．友情と寛容の輪を拡げよう 

のテーマの元、高潔なロータリアンを目指し常に

バッチを着用する。 

例会に積極的に出席しロータリー活動を楽しみ特

徴ある自主的なクラブ運営・会員増強・退会防止

の行動方針を掲げられ地区改善の改革を目指すと

されました。 

しからば大テーマ、ロータリーの原点に学ぶとは 

一体どう言う事でしょうか 

ロータリークラブとは、よく聞いて下さいね。  

永遠に奉仕を学び実践する場である。永遠に奉仕

を学び実践すると言ってもロータリアン個人個人

がアイサーブが有ってウィサーブが出来るのです。

すなわち我達は１番が自分の仕事・家庭であり 

その次の何かをロータリーに奉仕をして頂きたい。

従ってアイサーブが１番で２番がウィサーブで有

ります。 

御自分の仕事・家庭を顧みる事なくロータリー活

動にドップリ漬かってロータリー呆けをする様な

事は 決してあってはならない事で有ります。 

そして御自分の会社・家庭をきちんと作り上げロ

ータリー奉仕活動を大いにやって頂きたいと思い

ます。 

それには、お互いが切磋琢磨して自己研磨に励み 

貴重な試練の場がロータリー活動であり、人生道

場の場でもあるのです。 

忍耐の心・寛容の心・謙虚な心を養い持った人が 

真のロータリアントと言えるでしょう。 

私達 ロータリーの活動は 職業奉仕が全てであ

りますがその全ての奉仕の８０％は青少年への活

動であります。 

インターアクト・ローターアクト・ライラ 交換

留学生等の活動を支援している私達もその活動に

出来るだけ参加したいと思っております。 

そして常にバッチを着用しましょう。 

ロータリーのバッチは信用と奉仕の象徴であり 

職業倫理を守り会員全員のフランクさが必要とさ

れています。 

すなわちロータリーのバッチを付けたロータリア

ンは全て平等であり上も下もありません。 

そして、全ての会員がロータリーの友愛の元ロー

タリー活動をして行きましょうと言う事です。 

そして、例会に積極的に出席をして下さい。 

この例会に毎週出席をして頂きますと何かの徳を

持って帰って頂けます。ただ、お昼ご飯を食べに

来るのでは無くロータリーの友情を楽しんで下さ

い。 

そして、どうしても出席出来ない週が有るならば 

何処かのクラブへメーキャップに出掛けて頂き欠

席だけは止めて下さい。 

又、どうしても出掛ける事が出来ない場合は Ｅ

クラブでメーキャップをして下さい。Ｅクラブは 

御自分のパソコンからメーキャップが出来ます。 

私達のクラブは、たった３７名のクラブでありま

す。過去２年間にメーキップを含めて出席率１０

０％が１回だけ有りました。２年間の例会の数は

約９０回ですが、たった１回だけ１００％では他

のクラブに恥ずかしい思いをしなければなりませ

ん。 

何とか皆様の御協力により 出席率１００％を続

けて頂き、さすがアイリスだなと言われるクラブ

にしましょう。 

メーキャップの仕方は色々有りますので 解らな

い事があれば会長・幹事・出席委員長に是非聞い

て下さい。 

あまり皆様にプレッシャーは掛けたくありません

がロータリアンになった以上 

１に会費を払い   

２にロータリーの友 等のロータリー雑誌を読む
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事 

３に例会に必ず出席する事です 

３の例会に欠席されメーキャップもされませんと 

今年度はある程度の名指しで個人に対してのお願

いが出てまいりますのでその様な事が無い様、 

御協力の程お願い申し上げます。 

そして、今年度からは各委員会の活動を活発にし

て頂きます 

委員長に任命された方は大変御苦労を掛けると思

いますがどうしたら楽しく明るいクラブになるか

を会長・幹事とよく相談し例会出席が楽しみにな

る様なクラブにしましょう。 

そして、先週も申し上げましたが何と言っても会

員増強で有ります。会員増強は草の根運動で有る

と言われます。 

ロータリアンにふさわしい方がおられるならば 

とにかくこまめに勧誘をして頂きたいと思います。 

以上 全ての事柄が、加藤 陽一ガバナーが目指

した地区方針であると思っております。 

皆様でなるべく例会に出席して楽しくもう少しロ

ータリーに対する御理解が頂けます様 御協力を

お願い申し上げそしてニコＢＯＸ委員会からも 

今後のお願いがあります。 

本年は会費を上げて頂きました。 

そして、これから必ず廻ってきます地区の為、東

名古屋分区の為、そしてアイリスの為に、皆様に

ニコＢＯＸ基金をもう少し貯めて頂きやがて来ま

す５周年、１０周年、ＩＭ、地区大会に備えたい

と思っております。 

ニコＢＯＸ委員会への御協力をお願い致します。 

本日のお願いと挨拶と致します。 

ありがとうございました。 

 

 

■ 2015-2016会長 名古屋北 RC 尾関 孝英 様 

 「ご挨拶」 

1 年間宜しくお願いいたします。安井会長に北 RC

の第二回目の例会に出席していただきます。北 RC内

部が明るいことが北 RC流としての特色です。 

安井丸の航海の無事を願います。とご挨拶いただ

きました。 

 

 

■卓話（名誉会員 名古屋北 RC 水野 吉紹様） 

「ロータリー友」紹介 

今年度地区の「ロータリー友の会代表委員」をさせ

て頂きます。この役割は会員に「ロータリーの友」

を読んでいただくよう紹介・案内をするお役目です。

ご存じの通りロータリアンの３大義務は「例会に出

席」「会費を納入」そして「友の会の購読」です。折

角お金を払って購入しているのですから暇なとき、

時間のある時で結構ですので目を入れてください。

意外（と言っては失礼ですが）と面白い記事が沢山
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掲載されています。全部といっても難しいので目玉

記事の紹介をさせて頂きます。逆に皆さんドンドン

と投稿してください。皆さんの記事がロータリーの

友の充実に繋がります。内容の紹介、記事、投稿に

ついての紹介を頂きました。 

特に俳句・歌壇。柳檀のコーナーが一番雑誌に採用

される可能性が多いです。皆さんも是非投稿しまし

ょう。 

 

■新年度理事、役員の基本方針の発表 

 櫻井会長エレクトからの発表 

１年間安井会長を中心に頑張っていきましょう、ま

た安井会長はポール・Ｐ・ハリスに似ています。 

 


