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第１８９回 例会 

2017年 7月 5日 13:00 

■司  会：生田瀬津子 例会運営・司会委員長 

■斉  唱：君が代 奉仕の理想 

■出席報告：出席者数 32名 / 会員数 40名 

出席率  80.0％ 

前々回修正出席率 86.48％ 

■ゲ ス ト：特別代表    浦野 三男様 

名誉会員  田嶋好博様 

名誉会員  水野 吉紹様 

名誉会員  八神 基様 

■ビジター：北 RC 金田 剛士様 

ニコボックス 

〇本年度もよろしくお願い申し上げます。創立 5 周年

を迎え新しくロータリー活動に精進して戴きたく 宜し

く。（浦野三男 特別代表） 

〇藤谷会長のご活躍をお祈り申し上げます。 

（田嶋好博パストガバナー）  

〇藤谷会長 深見幹事 1年間頑張ってください。 

（水野吉紹 名誉会員） 

〇藤谷・深見年度のスタートを祝して新入会員の皆さ

まようこそアイリスへ  澤田さんをよろしく。 

（八神基 名誉会員） 

〇いよいよ新年度のスタートです。皆さん、どうぞよろ

しくお願いいたします。（藤谷猛会長）  

〇2017～2018 年 スタートです。皆様よろしくお願い

いたします。（竹内祐子会長エレクト） 

〇藤谷会長、深見幹事 1 年間よろしくお願いします。

（島村恵三会員） 

〇藤谷会長、深見幹事今年 1 年間よろしくお願い申

し上げます。感謝。（櫻井孝充直前会長） 

〇藤谷会長、深見幹事 今日から 1 年御自愛いただ

き、頑張ってください。（安井忠会員） 

〇藤谷、深見年度スタートしましたね。5年目のアイリ 

スがもっと充実しますように。（荒山久美会員） 

〇藤谷会長の船出を祝して（三木庸行会員） 

 

〇藤谷会長 深見幹事 1 年間よろしくお願いいたし

ます。（菊池富士子会員） 

 

〇藤谷会長と深見幹事コンビのスタートを祝して！プ

ラス 素敵な６４才となりますように（後藤卓郎会員） 

〇今月誕生日月になりました。うれしくもあり、かなしく

もありです。（加藤正弘会員） 

〇誕生月です。夏バテでやっと迎える誕生日！！（青

木恭子会員） 

ニコボックス合計 ３０，０００円 

会 長 挨 拶 

 

本年度会長に、ご推挙頂きました藤谷猛でござい

ます。素より浅学菲才、未熟者でございますので行き

届かぬことが多々あるかと思いますが、一生懸命努力

を重ね、全力を尽くして、この職責にあたる所存でご

ざいます。会員の皆様のご協力、ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

私たち名古屋アイリスロータリークラブは、早いもの

で発足から早 4 年が過ぎ、いよいよ 5 年目を迎えるこ

ととなりました。1年目会長の八神基様、2年目会長の

荒山久美様、3 年目会長の安井忠様までは、経験者、

若しくはロータリーの知識を持ち合わせている方が会

長を務められました。この 3 名の歴代会長様が、おら

れなければ進むべき方向さえ、定まらなかったかもし

れません。そして 4 年目である前年度は、わたくし同

様、アイリスに入会してからが、すべてである櫻井孝

充様と菊池富士子様が会長と幹事を務められました。

経験、知識も浅い中で、しかも事務局の無い当クラブ

を運営し、前に進めて頂きました事のご苦労は、私た

ちの想像を超えるものであったのかもしれません。大

変、ご苦労さまでした。これまで入会から日の浅い、何

も分からない多くの会員をお連れ通り頂きました歴代

会長様、事務局をも代行されてきた歴代幹事様に、
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心から感謝とお礼を申し上げます。本当にありがとうご

ざいました。 

そして本日、この名古屋アイリスロータリークラブの

5 代目会長としての職務が始まりました。5 年目に入り、

他クラブからの見る目も厳しくなってきたように思いま

す。いよいよアイリスという形を固めなければならない

時期が来たのであります。どうか会員の皆様、力を合

わせて、このアイリスを確立してゆきましょう。 

私たちアイリスロータリークラブの会員が、年頭にあた

り自覚しなければならない事が３つあります。 

１つ目は委員会を深く知る事、２つ目は本年度アイリ

スが何をやって行くのかを知る事、３つ目はロータリー

のテーマを知る事です。 

 

１つ目の委員会ですが、本年度も例年と同様に会

員数が、まだまだ少ないので、全員が何らかの委員会

に所属しております。ご自分が、何処の委員会に所属

し、そこで何の役目を司るのかを真剣に自問自答して

頂きたく思います。これまでは、一部の限られた人だ

けで大きな責任を負い、時間を割き、前に進めてきた

経緯があります。例会に来て食事をする事だけがロー

タリーであり、親睦であるなどと考えないで頂きたいの

です。その方々のために、どこかで誰かが、役目を果

たしているのです。会員全員で委員会を運営し、役目

を果たし、喜びを享受しましょう。 

 

2 つ目は、本年度のアイリスが何をやって行くのか

をしりましょう。まず昨年に続き地区補助金を頂き、実

行する社会奉仕事業を今年も実行します。昨年は、

名古屋大学付属病院小児がん病棟へお笑い芸人に

よる慰問を行いました。多くの小児がん患者、そして

保護者の方々に、ひと時の心のやすらぎを感じて頂

けたように思います。この社会奉仕を通じて私たちの

心も、やすらぎと感動で満たされたように思いました。

その事業を今年も、補助金の支給が決定いたしました

ので、会員の皆様は引き続き行っていく事を知り、共

に活動し、一人でも多くの人が救われる事の一助とな

れることを知ってください。 

次にアイリスは１２ＲＣ提唱合同ローターアクトの主

幹を務めます。同時に２５RC 社会奉仕の副主幹も務

める事となりました。これらは、我がアイリスが初めて行

う大役であります。無事、大役を果たせますように青少

年奉仕委員長、社会奉仕委員長を中心に会員全員

がサポートし、運営に当たらなくてはなりません。本年

度は、このような役目もあり、委員長と副委員長だけで

は、到底、無理があります。いよいよアイリスの委員会

としての力、会員総力としての総合力が試されるとき

がやってきました。「共に頑張るアイリス」でなくてはな

りません。次に役目が回ってくるのは、12年後の 2029

年となりますので、私も次を見られないかもしれません。

しっかりと見ておきましょう。 

 

3つ目は、ロータリーのテーマを知る事です。 

ロータリーのテーマには、国際ロータリーのテーマ、地

区のテーマ、我がアイリスのテーマの 3つがあります。

本年度、国際ロータリー：イアンＨ.Ｓライズリー会長の

テーマは「ロータリー：変化をもたらす」であります。こ

れは、それぞれ、どのような方法で奉仕することを選

んだとしても、奉仕を通じて人々の人生に変化をもた

らせること。誰かの人生をよりよくすることだと知る事で

す。ロータリーと関わることが、その人の人生に変化を

起こし、幸せになれれば何と素晴らしい事でしょうか。 

次に地区のテーマは「今日からのロータリーを楽しもう」

であります。これは、まず自らが行動することによって、

ロータリー活動の意義、楽しさを感じることです。それ

は自らを変え、そして周りを変えてゆく力になることを

意味します。 

最後に本年度、我がアイリスのテーマは「共に活動

し、共に奉仕し、共に頑張るアイリス」であります。人は

誰でも幸せになりたいと願っています。私たちロータリ

アンは、奉仕という言葉を誰よりも認識しています。人

に奉仕し、幸せをもたらすことが重要です。わが身が

幸せになりたいのであれば、人を助けてわが身が助

かるという事を知らなくてはなりません。私たちアイリス

は、人々に変化をもたらすために、共に活動し、共に

奉仕し、それを実現するために共に頑張るアイリスで

なくてはなりません。人の喜ぶ姿を自らの喜びに昇華

させることに意義を感じましょう。 

サブテーマである委員会への会長方針は次の通りで

あります。 

 

１． クラブ運営管理では、「人を温かく迎え入れ、活

気のあるクラブにしましょう」これは多様な人々や

新入会員でもクラブに来ることが楽しく、活気の

ある親睦の場であるクラブであることを意味しま

す。 

２． 奉仕プロジェクトでは、「生かされている事の喜び

を知り、人々に奉仕しましょう」これは、人は生き

ているのではなく、生かされている事を知り、その

喜びをお礼として人々に奉仕の心でお返しする

ことを意味します。 

３． 会員増強では「生涯の友を生むために、一人ひ

とりの感動を伝えましょう」これは、新会員を募ると

き、とってつけた様な話をすることでなく、自らが

ロータリー活動で感じた感動を伝えることで、生

涯の友となる一人の仲間を生み出そうという事で

す。そのためには、自らが、心から感動できるよう

な奉仕活動を行わなければなりません。昨年の

名大病院小児科病棟では、社会奉仕委員会に

参加させて頂くことで、私はアイリスに入会してか

ら初めて心を揺さぶられる感動を覚えました。こ

の事を多くの人に伝えれば、人を助ける一助に
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なりたいと思う人々が会員となり生涯の友となるこ

とでしょう。 

 

私たちアイリスロータリークラブは、人に奉仕し変化

をもたらすために「共に活動し、共に奉仕し、共に頑

張る」アイリスを目指します。 

以上、クラブの発展、充実に邁進したいと思ってお

りますので、皆様のご協力をお願い申し上げ、会長挨

拶とさせて頂きます。 

どうぞ 1年間、よろしくお願い申し上げます。 

深見礼子幹事挨拶 

私の方針は、その役割を遂行する事だとおもって

います。会長方針をサポートしなければなりませんが、

ただ今の会長方針発表で藤谷会長の熱き思いをお

聞きし、骨の折れた私が支える事が出来るか

少々・・・・。クラブ計画書 20ページをご覧ください。先

ほど会長がおっしゃっていた会長方針等がここに記

載されています。このクラブ計画書も藤谷会長が熱き

思いを込め、ご自身で作成されました。 

会長方針の中の「共に」は会員の皆さんに委員会

参加・協力してもらい、記念すべき５周年を創りましょう

と言う事だと思います。今まで以上に多くの方に関わ

りを持っていただく予定でいます。何卒ご協力お願い

いたします。 

 

また、「よいクラブとは？」クラブ内だけでなく、他ク

ラブの方・ビジターの方が多く来て頂けるようなクラブ

にできる活動をしたいと思います。ところが、この大切

な時期に骨折をしてしまい、皆さんにサポートいただ

いている次第です。皆さんが協力してくださるので、と

ても良いコミュニケーションの中でスタートしている様

な気がします。 

ご協力いただき感謝申し上げます。リハビリに１年

かからないように頑張ります。  

パストエンブレム授与式 

藤谷会長より櫻井直前会長と菊地直前幹事にパスト

エンブレムの授与が行われました。 

 

各種報告・連絡 

■新入会員３名紹介 

 
岩田 広樹さん 澤田 直美さん  矢口 隆明さん  

 

■乾杯 （櫻井直前会長） 

■７月度誕生日祝福 

７日 青木恭子 会員 １９日 後藤卓郎 会員  

１９日 鈴田正道 会員 ２３日 鬼頭容子 会員  

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 

 

■幹事報告 深見礼子幹事 ４点報告がありました。 

 

■委員会報告 竹内祐子ローターアクト委員より 

 

■委員会報告 

深見和久委員長より 

第1回夜間親睦例会についての連絡がありました。 

   日時：7月 26日（木）午後 

場所：ANAホテルグランコート２８F花梨 

    


