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 Weekly Report 第 142回例会 2016年 6月 29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 手に手つないで 

■ 司会 片桐 栄子 会員 

■ 出席者報告 出席者数 29 名 / 会員数 37名 

出席率  78.37％ 

前々回(第 140 回)修正出席率は 100％(37/37) 

■ビジター・ゲスト 

ゲスト 

米山奨学生 グエン・フォン 様 

ビジター 

名誉会員 名古屋北 RC 水野 吉紹 様 

■ ニコボックス報告 

名誉会員 名古屋北 RC 水野 吉紹 様 

安井会長、島村幹事 １年間本当にお疲れ様でご 

ざいました。 

安井 忠 会長 

１年間皆様の御協力により、大過なく会長職を終え

ることができました。本当にありがとうございまし

た。 

心より感謝申し上げます。 

島村 恵三 幹事 

1 年間大変お世話になりました。 

有難うございました。 

荒山 久美 直前会長 

安井会長、島村幹事 １年間 お疲れ様でした。 

今後も末長くアイリスの為にご協力いただけるよう

お願いいたします。 

本日荒山奨学生のフォンさんの参加です。 

藤森 淳 副会長 

安井会長、島村幹事 １年間ご苦労様でした。 

三木 庸行 会員 

安井会長、島村幹事をはじめ役員の皆様 １年間ご

苦労様です。特に安井会長の会長挨拶 絶品です。感

謝しています。 

菊池 富士子 会員 

安井会長、島村幹事、15-16 年度の理事・役員の皆様、

１年間お疲れ様でございました。 

藤谷 猛 会員 

安井会長、島村幹事、理事・役員の皆様、１年間本

当に有難うございました。 

安藤 敏博 会員 

安井会長、島村幹事 １年間大変お疲れ様でござい

ました。 

片桐 栄子 会員 

１年間増強委員で頑張ってまいりましたが成果が出

ず、申し訳ございません。 

次期の方に託します、宜しくお願いいたします。 

梅澤 真臣 会員 

安井会長、１年間お疲れ様でした。 

今後ともご指導の程宜しくお願いいたします。 

後藤 卓郎 会員 

2015 年-2016 年の例会は今回でおしまい。 

安井会長様、島村幹事様 １年間お疲れ様でした。 

鈴田 正道 様 

安井会長をはじめ理事、幹事の皆様 １年間ありが
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とうございました。来年度も宜しくお願いいたしま

す。 

須賀 祐介 会員 

安井会長、１年間お疲れ様でした。島村幹事、ほん

とうにお疲れ様でした。 

ありがとうございました、感謝。 

加藤 正広 会員 

安井会長、島村幹事 １年間お疲れ様でした。 

私ごとですがゴルフの「アイリス会」６月例会では

優勝させていただきました。ダブルペリアの勝ち方

は聞いてください。 

加藤 晴美 会員 

安井会長、島村幹事 １年間お疲れ様でした。 

今年度最後のニコ担当になります。皆様沢山のニコ

ボックス有難うございました。 

■委員会報告 

 長谷川 芳子 副委員長 

 沖 知也（広報） 

本年度もいよいよ任期満了を迎えますが、満期も

近い 6 月 17 日午後 1 時 30 分より、社会奉仕委員 3

名（鬼頭、長谷川、野田）及び沖会員（同委員では

ありませんが、昨年度に引き続き、ご尽力いただき

ました）に、安井会長、櫻井会長エレクト、菊地副

幹事、藤谷会員、加藤会員を加えた９名で、名古屋

大学附属病院小児科病棟を訪問し、おもちゃ、書籍、

ＰＣ関連用品等を納入し、その後、同病棟の見学を

させていただきましたので、報告致します。 

小児科病棟は、外科、内科に分かれており、各科

に子供達が遊ぶためのプレイルームがあります。ま

た、今年は、整形外科病棟に入院中の子供のために、

同病棟内に新たなプレイルームが設けられました。

プレイルームは、２４時間、消灯中にも利用するこ

とができ、入院中の子供達、泣いている乳児患者を

あやすお母さん、の息抜き、憩いの場となっていま

す。プレイルームや小児科病棟の壁などには、保育

師の方々による子供達が歓ぶキャラクター等の貼り

絵等が施され、心和ませる工夫がそこかしこに見ら

れました。 

当クラブが昨年寄贈したおもちゃ、書籍、ＰＣ関

連製品などは、こうしたプレイルームで子供達に利

用されており、今期の寄贈品も、同じようにご活用

していただけるものと思います。 

プレイルームの様子などを写真に納めましたので、

ご覧下さい。 

また、当クラブの寄贈について、入院中の子供達

から感謝状をいただきましたので、ご披露します。 

日々刻々闘い続けている子供達が、「日常」を取り

戻す瞬間、のために、私達のささやかな寄贈品が、

少しでもお役にたっているなら、嬉しいと思いまし

た。 

見学の後、以前、当クラブで卓話をいただいた名

大の小島勢二名誉教授（当時は教授）に、小児がん

の治療と現状、先生が中心になって進めておられる

「名古屋小児がん基金」について、お話を伺うこと

ができました。 

名大病院は、全国一五箇所の小児がん拠点病院の

一つであり、その評価において第一位を占めていま

す。それでも、愛知県下で、毎年１００名程度小児

がんに罹患する中で、亡くなられてしまう患者はあ

り、「子に先立たれるほど、親にとってつらいことは

無い」「目の間にいる“この子”を救いたい」という

強い気持ちが、基金の原点となっている、「名古屋」

という地域と大学や大学病院等の研究に根ざした基

金としたい、とのお話がありました。 

病棟の見学も、小島名誉教授のお話も、参加者に

とっては、いろいろ考えさせられる貴重な機会でし

た。 

アイリスの社会奉仕活動は、クラブの歩みと同じ

く、まだ、その緒に就いたばかりです。来期は、財

団の地区補助金を得て、名大病院小児科病棟でのパ

フォーマンスの提供を企画していますので、皆で一

緒に考え、実施していきましょう！よろしくお願い

致します。 

※当日は名大病院 小児科訪問時の写真をスライド

にして見て頂きました。 

■幹事挨拶 
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島村幹事から感謝の言葉と安井会長が次回会長にな

るときに幹事になる事の決意表明が発表されました。 

 

 

■会長挨拶 

一年間お世話になりました。 

御礼を申し上げたいと思います。 

北ＲＣの浦野アイリス特別代表田島アイリス名誉会

員水野アイリス名誉会員そして栄ＲＣの八神アイリ

ス初代会長そして荒山直前会長の御指導と 

そして会員の皆様の御協力により最終例会を迎える

事が出来ました。 

ここにありがとうの心を込めて皆様に御礼を申し上

げたいと思います。 

３月２１日に名古屋みなとＲＣの創立５０周年記念 

例会に島村幹事と出席して参りました。 

さすがに歴史と伝統のあるクラブだけありまして港

と云う事で日本丸を貸し切って船上パーティーが会

員約７０名奥様４０名そして地区より加藤ガバナー

を初め御来賓の方々が３０名そして２７６０地区東

分区と西分区の会長幹事５０名の２００名位の方が

船上に集まり大パーティーでありました。 

私が港ＲＣに在籍した頃のこの人はなかなかだと思

っていた方が会長になり又次年度の西名古屋分区の

ガバナー補佐の方が実行運営委員長という事で昔の

遊び仲間が立派に５０周年を仕切ってみえました。 

一番関心をいたしましたのは名古屋みなとロータリ

ークラブチャーターメンバーが１名お見えになりこ

の方はゴム関係の会社を設立され今は二代目の方が

仕事を継がれ悠々自適な生活でロータリー活動を楽

しんでお見えになります。 

９１歳でチャーター５０周年の方はなかなかお見え

になりませんが私達の周りでは北ロータリークラブ、

アイリス特別代表の浦野三男様が９４歳で矍鑠とし

てお見えになりおそらく在席６０年の表彰を受けら

れると思います。 

北ロータリークラブは創立５１年になると思います

のであと９年頑張って頂きます様私達への元気の素

であります。 

そして４月１２日（火）名古屋錦ロータリークラブ

の２０周年記念例会に島村幹事と御邪魔をしてまい

りました。 

皆様御存知かと思いますが今年度の会長は石井弁護

士先生でありまして岩手県出身の方です。 

５年前に起こりました東日本大震災で岩手県もかな

りの非害を受けられたそうです。 

そこで一年発起この石井会長が発起人となり愛知 

岩手県人会を作られ大勢の方達が協力をしているそ

うであります。 

一番は栄で行いましたワールドふれあいフェスタで

あります。 

この会場で岩手県の物産の売上に協力をしていまし

た。 

そして３月１１日にはテレビ塔の下でローソクの灯

篭流しを何百本と流し東日本大震災で非害に遭われ

た方の御冥福を祈っておりました。 

この石井会長ひきいる錦ロータリークラブの２０周

年記念例会会場は神宮会館で加藤ガバナーを初め地

区役員東名古屋分区の会長幹事約５０名の会員全員

がタスキをかけておもてなしをして頂きました。 

こんな御縁で素晴らしい感動と感激の２０周年例会

でありましたが錦ロータリークラブは会員２９名で

すが内１２名の方が女性会員でビックリしたのは何

方とお話しをしてもロータリーに情熱を持って見え

る事です。 

そして全ての会員の方が委員長副委員長であり全て

の方々がその委員会の責任を持って見える事です。 

例えば出席委員例会に欠席されますと早速次の日に

は例会に欠席をされましたメーキャップを御願いし
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ますとのメールを送るそうです。 

一年に行われる創立例会親睦夜間例会は男女問わず

全ての方々で会議を開き意見の交換があるそうです。 

ビックリしましたのは私共は一番末席に座っており

ました。 

おそらく私とお話しをさせていただいた方は２０名

を下りません。 

私の席までお見えになり錦ロータリーの事ロータリ

ー全般の事最近の社会情勢家庭の事など皆様が色々

な話題を持ちおもてなしをして頂きました。 

２９名の会員ですどうしてここまで素晴らしい会員

に皆様がなったのか私は考えました。 

創立２０年です２９名の会員で事務局の方が２名み

えます。 

以前は５０名近くの会員の方がみえたそうですがだ

んだん止めて今現在２９名です。 

全員の方が会長幹事の経験者です。 

会費は年５０万だそうです。私達アイリスは３０万

ですから２０万円高いです。 

あまりにも年会費が高くて会員増強出来ません。 

残った方達は本当に錦ロータリークラブを愛してい

るのかロータリーが好きなのかどちらかです。 

皆が一致団結は当り前の事だと思いました。 

家に帰って来ました。私達アイリスはどうなんだろ

う 

事務局をおくと年会費が高くなる会員増強か難しく

なるアイリスの特徴は仲が良い楽しい例会余り規則

に縛らない等全て友達感覚である。 

今年度より委員会活動に皆様が参加していただける

様に御願いをしました。 

理事役員の方々には毎月第一例会の前１時間を掛け

てその月の予定など島村幹事より発表がありました。 

１２回の理事役員会にだいたいの方は出席頂きまし

たが毎回２名位の欠席が出ました。 

せめて理事役員の方々は月の初めにこの会合がある

事は手帳に書いて頂き毎回幹事より出席しますかの

メールでなく事前に欠席しますけれど位の責任感を

持っていただけるとロータリーの責務として満足出

来る様な気がします。 

次にクラブ管理運営について感じた事をお話ししま

す。 

会員教育は三木さんにやって頂きました。 

出席率がどうしても上がりませんでしが後半に御協

力を頂きまき返しております。 

会場監督は後藤さんにやって頂き食事の内容は名古

屋のどのロータリークラブより負けていません。 

大変御配慮いただきました。 

例会運営ニコボックスは今回一番委員の皆様に御協

力を頂きました。 

しかしニコボックスに関して委員会の方から各会員

に御願いをして頂ける事がありませんでした。 

一部の会員の方より自主的にニコボックスを出して

いただいておりますがまだ一度もニコボックスに協

力頂けなかった会員の方がおられます。 

皆様御承知の様にニコボックスは５周年１０周年１

５周年し周年事業に使う為に貯金をしているお金で

あります。 

従ってその周年の時に何かのお返しが皆様に渡りま

すし又地区の役員の皆様を御招待しなければなりま

せん。 

その為の資金となる訳ですのでやはり一部の方だけ

ではマズイ事になります。 

せめて誕生月だとか会社や御家庭で何か嬉しい事が

有った時等会員全体でニコボックスに協力頂ける様

御願いしたいと思います。 

次に例会受付出席報告です。 

親睦活動委員会に御願いをしましたが残念な事にほ

とんど親睦活動委員でなく例会運営ニコボックス委

員がやっておりました。 

これは我がクラブにとって一番残念でありました。 

と云いましても親睦活動委員の一部の方は例会変更

の受付をグランコートでメーキャップの受付をやっ

て頂きました。 

又クリスマス例会夜間例会事有るごとのイベントの

時はきちんとやって頂きましたが一番肝心の毎週の

例会に力を余り出して頂けませんでした。 
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次年度はもう少しまとまった親睦活動委員会にして

頂きたいと願っておりますし毎週の例会が親睦活動

委員会の役目であります。 

親睦活動委員会ありて例会が成り立つのです。 

次に広報は誠に立派にやって頂きました。 

毎週の例会報告がウィークリーとしてメールに送っ

て頂きその原稿を綴じておりますが誠に心のこもっ

た報告になっております。 

ありがとうございました。 

次に奉仕プロジェクトです。 

職業奉仕社会奉仕活動は皆様御承知のごとく鬼頭委

員長長谷川副委員長そして沖君にお手伝いを頂き名

古屋大学医学部付属病院小児科病棟への玩具や本な

どの贈り物が出来た事です。 

そして何と云っても小児ガン基金の元となるパンフ

レットの製作費を我がアイリスが御提供を差し上げ

る事が出来た事そしてこの基金が地区補助金を頂い

て活用出来た事私の年度の一番の奉仕活動だと思い

ます。 

鬼頭委員長長谷川副委員長本当にありがとうござい

ました。 

次の国際奉仕青少年奉仕でありますが青少年奉仕の

地区の会合が多く竹内委員長が事あるごとに出席を

して頂きまして本当に御苦労様でした。 

出来れば我がクラブよりローターアクトかインター

アクトを出せればもっとやりがいが有ったと思いま

す。 

次にロータリー財団米山記念奨学です。 

これは昨年度会長の荒山さんに全ておんぶにダッコ

で大変申し訳なく思っております。 

特に荒山さんはＶＴＴの地区委員そして米山奨学生

のフォンさんのカウンセラーと２足のワラジを履か

せてしまって大変に申し訳ありませんでした。 

出来ますれば次年度も何方か財団への寄付と米山記

念奨学への寄付をお願い申し上げたいと思います。 

そして最後に島村幹事です。 

誠に私の思っている事を理解して頂き私の言葉の１

を聞いて１０を知って頂き長いロータリーの中の色

んな会長を拝見させて頂きましたが島村幹事の御陰

で私が一番楽をさせて頂く事が出来ました。 

いづれにしましてもアイリスは７月より４年目に入

り桜井菊池丸にバトンタッチをする訳でありますが

ロータリーは会長幹事だけでは何ともなりません。 

皆様の個々の力が集結しクラブになる訳で特に委員

長副委員長の方は何をしなければならないか又委員

の方々にどの様に指示を出さなければならないか良

く理解をして頂きたいと思います。 

そして次年度の桜井菊池年度では今年以上に委員会

活動を活発にやって頂きたいと思います。 

いづれにしましても皆様の御協力により一年間島村

幹事と共に病気もする事無く無事最終例会を迎える

事が出来ました事を御礼申し上げ次年度もそして永

遠にこのアイリスロータリークラブと会員の皆様の

御健勝と御多幸を祈念申し上げまして御礼に代えさ

せて頂きます。 

１年間本当にありがとうございました。 

明るいアイリスであり楽しいアイリスであり 

仲の良いアイリスでありたい。 

 

■2015-2016 年度 例会報告・広報委員会から 

 今回で 2015-2016 年度の広報の担当が変わります。 

７月からは新しい広報のメンバーでウィークリーレ

ポートをお届けさせていただきます。 

１年間、つたない文章で申し訳ございませんでした。 

今後ともウィークリーレポートをご支援ください。 

例会報告・広報委員会 沖知也 

 

以上 


