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■ 斉唱 君が代  奉仕の理想 

■ 司会 生田 瀬津子 会員 

■ 出席者報告 出席者数 27 名 / 会員数 37名 

出席率  72.97％ 

前々回(第 141 回)修正出席率は 89.18％(33/37) 

■ビジター・ゲスト  

ビジター 

特別代表 名古屋北 RC 浦野 三男 様 

名誉会員 名古屋北 RC 田嶋 好博 PDG様  

名誉会員 名古屋北 RC 水野 吉紹 様 

名誉会員 栄 RC    八神 基 様 

■ ニコボックス報告 

特別代表 名古屋北 RC 浦野 三男様 

本日より櫻井会長が人類奉仕の為、１年間の長旅に

出港されます。おめでとうございます。 

ご健勝にてご発展のため、ご活躍されることを、お

祈り申し上げます。 

名誉会員 名古屋北 RC 田嶋 好博 PDG 様 

櫻井会長さん始め皆様のご活躍に期待して。 

名誉会員 名古屋北 RC 水野 吉詔 様 

櫻井会長、菊地幹事一年間お疲れ様です。 

栄ＲＣ 八神 基 様 

櫻井さん菊地さんガンバレ！皆さんもガンバレ！ 

櫻井 孝充 会長 

欠点の多い間然な小生ではありますが、本日から会

長を務めさせていただきます櫻井です。皆様宜しく

ご指導賜りますようお願い申し上げます。感謝。 

菊地 富士子 幹事 

櫻井会長、新理事、メンバーとともに一年間頑張り

ます。宜しくお願いします。 

荒山 久美 会員 

2016-2017 年度がスタートしました。櫻井会長・菊

地幹事一年間宜しくお願いします。４年目に突入し

ましたので若葉マークも取れました。会員皆で頑張

りたいと思います。 

島村 恵三 会員 

櫻井会長、菊地幹事一年間のご活躍期待しておりま

す。櫻井丸の船出に乾杯！ 

生田 瀬津子 会員 

今日から新年度ですね！皆様にとって、素晴らしい

一年になりますように！まだわからないことばかり

ですが、皆様いろいろと教えて下さいませ。 

加藤 正広 会員 

今月３０日誕生日です。 

両親に感謝！ 

鈴田 正道 会員 

今月４４才になります。嫁さんや妹に言わすと精神

年齢は、８才だそうです。いつ実年齢に追いつくの

でしょうか。 

後藤 卓郎 会員 

今月６３才になります。サラリーマン生活も４０年

目に入りました。丈夫に産んでくれた両親に感謝で

す。 

竹内 祐子 会員 

新メンバーでスタートです。櫻井会長、微力ながら

頑張らせていただきます。皆様宜しくお願い致しま
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す。 

安井 嗣博 会員 

・・・・ 

ニコボックス合計 ２４，０００円 

■今月のお誕生日 

７月 ７日  青木 恭子 会員 

７月１９日  後藤 卓郎 会員 

７月１９日  鈴田 正道 会員 

７月２３日  鬼頭 容子 会員 

７月３０日  加藤 正広 会員 

お誕生日の皆様おめでとうございます。 

※ 今月から会員全員で、ハッピーバースディを歌

う事になりました。出席率アップにつながる

か！ 

■パストエンブレム授与式 

櫻井会長より島村前幹事にパストエンブレムの授

与が行われました。 

 

 

■乾杯             

荒山久美会員（２代目会長）の発声により乾杯を

行いました。シャンパンは後藤社長のご好意による

ものでした。後藤社長、有難うございました。 

 

■櫻井会長挨拶 

 

名古屋アイリスロータリーのみな様こんにちは 

また、本日は名古屋北ロータリークラブより浦野様、

田嶋様、水野様、栄ロータリークラブから八神様も

お越し下さり本年も昨年同様何卒ご指導ご協力賜わ

ります様よろしくお願い申し上げます。 

さて皆様、今月から 4 年目のアイリスロータリー

クラブ活動に入りました。これまでにほんの少し、

名古屋アイリスロータリーの歴史が出来たかなーと

思いますがいかがでしょうか？ 

今日から１年間、名古屋アイリスロータリークラ

ブを務めさせていただきます櫻井孝充です。 

間然な小生ですので何卒皆様、信頼に基く寛容と愛

でどうか見守りそしてご協力賜わります様お願い申

し上げます。 

 昨年の安井会長、島村幹事一年ご苦労様でした。

しかしながら、安井会長、島村幹事の様なスマート

な振る舞いは到底小生にはまね出来ません。 

菊地幹事と理事役員そして名古屋アイリスロータリ

ーメンバー全員で一丸となって頑張っていきたいと

思っております。全員ロータリーで何事にも立ち向

かえば怖いものなしというか、素敵で素晴らしい名

古屋アイリスロータリークラブに成る事は、当たり

前のように進化すると自負します。皆さん、美女と

野獣という言葉がありますね、身の丈 5 尺 5 寸 6 分

小生は、野獣に近い性格にて第６感的感覚で動く方

ですから、時に身の丈以上に怠惰な行動、言動を振

り巻く時があろうと思います。どうかその時には皆

様身の丈に戻るよう、多大な助言と協力をお願い申

し上げます。本年度 RI 会長はアメリカ 
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(米国)チャタヌーガ ロータリークラブの 

 ジョン F.ジャーム 氏です。そして、本年度 RI

会長のテーマは「人類に奉仕するロータリー」であ

ります。 

全ロータリーの会員はこの 1 年、 

その才能と力の限りをつくして 世界への奉仕する

人となる人々です。信念、情熱、才能を捧げるでな

く、みなさん自身を世界に奉仕してください。 

 強調事項としては 奉仕の率先躬行・ポリオの撲

滅の最終章・ロータリーブランドの認識と実行 を

掲げています。 

 服部義男 2760 地区ガバナーは、地区方針を 

「真のロータリーアンになろう、ロータリアンを見

つけよう」と掲げ、ロータリーの使命は、職業人と

地域社会のリーダーのネットワークを通じて、倫理

観と高潔さを失わず、人々の奉仕し、世界理解、親

善、平和を推進すること、と述べています。 

先に述べましたように、アイリス会員全員行動を掲

げ、近い将来 50 名会員に、そして事務局を置きたい

と歴代の会長と同じ気持ちであります。 

皆様のますますの発展と御健康を願いまして、第 1

回会長挨拶とさせていただきます。 

1 年間宜しくお願い申し上げます。 

感謝。 

■幹事報告 

 菊地幹事より、７月・８月の例会日程及び例会内

容の報告がありました。 

■委員会報告 

沖 例会受付・ニコボックス・親睦活動委員長 

 沖委員長より毎月の例会出欠報告についての説明

がありました。 

１．各委員会の委員長が会員の出欠をとりまとめ、

毎月最終例会までに、専用のアドレスにメール

を送る。 

２．委員会が重複している人は、各委員長に出欠を

報告する。 

３．緊急で欠席する時は、必ず委員長に報告する。 

以上の事を必ず守って下さい。 

                  以上 


