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 Weekly Report 第 138回例会 2016年 6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 
 

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 君が代  奉仕の理想 

■ 司会 安井 嗣博 会員 

■ 出席者報告 出席者数 30 名 / 会員数 37名 

出席率  81.1％ 

前々回(第 136 回)修正出席率は 91.9％(33/37) 

■ビジター・ゲスト 

今回はありませんでした。 

■今月のお誕生日 

 細川 年行会員（6/1）梅澤 真臣会員（6/13） 

■ ニコボックス報告 

安井 忠 会長 

 ６月に入りました。あと１ヶ月です。うれしいよ

うな さみしいような ・・・ 

櫻井 孝充 会長エレクト 

 アイリスのため、次期幹事の菊池さんが大変頑張

ってくださっております。 

さて、とま屋の我が家の障子から御簾に衣替えをい

たしました。そんな季節になりましたね。アイリス

ロータリークラブの皆様季節の変わり目ですので、

どうかお体ご自愛くださいますように。感謝。 

荒川 久美直前会長 

 本日、特にネタがなかったのですが、委員長、次

年度の事業計画を発表しますので、ニコボックスに

入れさせていただきました。 

藤森 淳副会長 

 安井会長、島村幹事、今月で終わりですね。どう

もお疲れ様でした。 

菊池 富士子副幹事 

 ６月になりました。本日は、次年度のクラブアセ

ンブリーに素晴らしい計画を発表いたしたく安藤様、

藤森様、鈴田様、荒山様、島村様よろしくお願いい

たします。 

鬼頭 容子会員 

無事、ロータリー財団地区補助金２１８２ドル支

給決定が出ました！！ 

安井 嗣博会員 

 今週はアメリカから現代音楽のフィリップ・グラ

スとパンク歌手のパティ・スミスが共演して、パテ

ィ・スミスの歌詞を村上春樹が訳してスライド上映

するコンサートに行ってきます。 

青木 恭子会員 

 理由を会長に尋ねました・・・ 

いつもご迷惑をおかけいたしております。ありが

とうございますがベストコメントだそうです。納得

しました。よろしく。（※原文のまま記載。） 

 

■委員会報告  

鬼頭 容子 社会奉仕委員会 委員長 

 ニコボックスに発表の通り、補助金の支給決定

がありました。名大小児科へおもちゃの贈呈を考

えていますが、皆さんもぜひ同席を。 
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■音楽同好会 岩崎会員より 

コンサートの紹介 「ショパンを愛するあなたへ」 

10/23（日） しらかわホールで行われます。 

詳細はクラシック名古屋か、岩崎会員までどうぞ。 

■会長挨拶 

皆さん こんにちは ６月に入りました。 

伊勢・志摩 Ｇ７サミットが ５月の２６・２７日

で終わりました。 

何事もなく無事に終わった事が 一番の成功であり

ました。 

世界経済の成長を どの様にするのか 伊勢志摩 

首脳宣言が発せられましたが 

どうもよろしくない様で 世界経済のリスクに局面

しているのを Ｇ７が共有して 世界経済の成長に 

協力すると云う事で 安倍首相によりますと 皆様

も全てが 記憶に残っている あの忌まわしい リ

ーマンショックの前に似ていると云われ 慎重に見

ていかなければならない 従って 来年４月に上げ

るべく消費税は ２年半後にしたい 国民全体では

色々 ご意見があるかと思いますが 仕方のない事

であります。 

そして何と言っても オバマ大統領の 広島訪問で

あります。 

原爆ドーム 資料館の見学 献花をするだけだと思

っていた私達も 大変驚きました。 

そして私の感想は 素晴らしい演説であったと思い

ます。 

核 廃絶に向けた 大きな一歩であり 平和と安全

を 追い求めた 核兵器なき 世界への表明であっ

たと思います。 

そしてサミットが終わったとたん このアイリスＲ

Ｃに 素晴らしいニュースがまい込んでまいりまし

た。 

鬼頭さん 長谷川さん 沖君 藤谷君達の公私に渡

り 活躍をして頂いた御陰で 2016－17 年ロータリ

ー財団 地区補助金 支給決定の連絡が５月２７日

にまいりました。 

地区補助金 支援額は ２１８２ドル 日本円でロ

ータリーのドル換算は１１０円でありますので ２

４万円になると思います。 

私どもが立てた予算より６万円程少のうございます

が 補助金が取れただけでも満足したいと思います。 

これは今年の８月か ９月に振込まれてまいります

ので 次年度の桜井会長と 次年度の社会奉仕委員

長の長谷川さんとで 名古屋大学 小児科病棟に使

って頂きたいと思います。 

いずれにせよ 鬼頭さん 長谷川さん 沖君 藤谷

君 には御礼申し上げます。 

またアイリスの会員の皆様 この出来事を よく理

解して頂き 今後のアイリスＲＣ活動に 力を出し

て頂きたいと思います。 

そして１５年―16 年の例会も あと１ヶ月 今月は
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６月１５日の創立例会を含めて ５回の例会があり

ます。 

１年の内にも５回 例会が有るのは 珍しい事では

ありますが あと１ヶ月で私 安井と島村年度が終

わりますので どうぞ辛抱して下さい。 

そして今日 １日と８日の２回の例会は クラブ 

アッセンブリとなっています。 

いよいよ次年度の 理事役員 そして各委員会の委

員長になられた方は そろそろ気合を入れて頂いて 

１６年―１７年の桜井 菊地丸を引っ張って頂きま

す様 お願い申し上げたいと存じます。 

今日は 次年度委員長の 発表をお聞きして まだ

６月中は 私と島村君の年度でありますので 次年

度が 今年より もっとスムーズに運営出来ます様 

皆様と一緒に考え ディスカッションをしながら 

より良いアイリスロータリークラブになる様 考え

たいと思います。 

従って 本日と 来週のクラブ アッセンブリは 

委員長さんの発表後に 質疑応答が出来る時間が頂

けると良いなと思っております。皆様 素晴らしい

名古屋アイリスロータリークラブになる様に 皆で

考えましょう。 

■次年度事業計画 方針発表 

・例会報告・公共イメージ向上委員会 

理事／委員長 藤森 淳会員 

 

・会計  

理事／役員 安藤 敏博会員 

・会員増強・教育委員会 

理事／委員長 鈴田 正道会員 

 

 

各担当委員長より次年度の方針について発表があり、

質疑応答が行われました。 

                    以上 

 

 

 


