名古屋のアイリスロータリークラブの担当窓口の方で
す。今では知らない人はいないと思いますが 今後
理事役員をされる場合には非常に強い味方になっ
ていただける？？はずですので今後ともどうぞよろし
くお願い申し上げます。
さて挨拶で、天候健康の話は NG だ！とよく前職
のサラリーマン時代 30 年くらい前ですが、朝の全体
ミーティングいわゆる朝礼の時に順番に３分間スピー
チという当時わたくしたち若手社員にとっては苦痛の
時間がありまして、その際に役員からよくいわれたこ
とばです。 しかしながら、わたくしは、本日云いたい
と思います。「今日は、いいお天気ですね。で暑いで
すね」 窓からは御岳山もよくみえますし、気分も最
高です。体調も悪くないし、仕事は明日がとてもみえ
ませんが、とりあえず今日は、越せそうです。
世間でも参議院選挙も終わり、やれ改憲だの次は
すぐ衆議院選挙があるだのと騒がれ、あのお笑いを
本業としている会社も社員がやめるだの、契約解消
するのをやめるだの、社長の記者会見の返答の仕
方がまずいだの、どうのこうのと立場が違うと思いや
行動に差がでて当然と思います。この先いったいどう
なっていくのか。。。。まったくよくわからないですが
「ぼ～～と 生きてんじゃないよ！！！」です。
文章に残すと 誤解を生みますので、ほどほどに
しておきますが。ただ感情の赴くままに行動してはな
らんのは 経営者の自覚すべきと常々おもっていると
ころであります。会社の危機管理という面では いま
非常に気をつかわなければなりません。パワハラ・セ
クハラ、大学などの先生方ご注意のアカハラ 「アカ
デミックハラスメント」 とても厳しい世の中です。 あ
のバブル全盛の時に身についたいけいけドンドンの
行動・言動は、厳に慎まねばなりません。生き方自体
に一貫性をもち 自身をとりまくリスクに立ち向かわね
ばなりません。
みなさま 経営者として一日一日を大切に生きて
まいりましょう。では そろそろ、先々回の例会で未発
表の委員長さんのお覚悟と方針をおききする時間が
まいりました。
どうぞ よろしくお願いいたします。

第 282 回 例会
2019 年 7 月 24 日 13:00～
■司
会
■斉
唱
■出席報告

■ゲ ス ト

島村恵三 例会運営・司会委員長
手に手つないで
出席者数
20 名 / 34 名
出 席 率 58.82 %
前々回修正出席率
%
地区大会実行委員会 後藤鈴明様
地区大会実行委員会 永井良周様

ニコボックス
〇 名古屋清洲 RC 地区大会実行委員会
後藤鈴明様、永井良周様
本日は、地区大会の PR に参りました。宜しくお
願い致します。
〇 岩崎幸弘 会長
本日は、地区大会実行委員会より後藤様、永
井様 アイリスへようこそ。いよいよ夏本番、頑
張りましょう。
〇 加藤正広 幹事
後藤鈴明様、永井良周様ようこそアイリスへ。地区
大会の PR よろしくお願い致します。

〇 安井 忠 会員増強委員長
梅雨が明けました。これから暑くなります。皆
様、熱中症に気をつけて下さい。
会 長 挨 拶
本日の例会
は 、 今年 度 早く
も４回目を迎え
ます。
残りあと４０回で
す。今日もお集
まりいただきあり
がとうございまし
た。ああ なんて
おもしろくて、た
めになって、とっ
てもおいしい食事だった と云っていただけるような
例会にしていきたいと思っております。ねえ加藤幹事
さん！ ねえ川田（かわた）さま！ちなみに 川田さ
んは、こちら ANA クラウンプラザ ホテルグランコート

地区大会ＰＲ
2019-20 年度国際ロータリー第 2760 地区 地区大
会は名古屋清洲ロータリークラブさんがホストを務
め、ホテルナゴヤキャッスルにて 11 月 9 日（土）～10
日（日）に開催されます。開催にあたり 2018-19 年度
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地区大会実行委員会より名古屋清洲ロータリークラ
ブの後藤鈴明様、永井良周様にお越し頂き地区大
会のＰＲをビデオを交え詳しくご説明頂きました。

戦略委員長と共に新入会員の研修、及び会員の退
会防止に当たる。⑥地区へ毎月中旬までに会員増
減報告をする（所定の書式に記入して返信）。
【米山記念奨学委員会 鮑尓吉徳委員長】
米山の行事はたくさんありま
す。ぜひロータリアンの皆さん、カ
ウンセラーに多数参加いただき米
山奨学生との交流を深めて頂きた
い。（本年度方針）①米山記念奨
学月間である 10 月に会員の勉強
を兼ねた卓話を実施する。②個人
寄付を募り、米山功労者を当クラブから多く輩出でき
るように努力する。③地区から開催案内のある米山
奨学委員長会議に出席する。④委員長だけでなく
担当委員にも積極的に活動に参加してもらい、優秀
な留学生を支援する重要性を理解。⑤個人寄付を
募り、米山功労者を当クラブから多く輩出できるよう
に努力する。⑥地区からの開催案内のある米山奨学
委員長会議に出席する。
【ロータリー財団委員会 荒山久美委員】
菊地富士子委員長に代わり荒
山委員から方針発表がありまし
た。当クラブも財団の活動が理解
できてきました。さらに各会員が理
解を深めるようにしましょう。（本年
度方針①ロータリー財団月間であ
る 11 月に会員の勉強を兼ねた卓
話を実施する。②地区から開催案
内のあるロータリー財団委員長会議に出席。委員長
会議、及び研修会などに委員長だけでなく担当委員
にも参加を促し、財団資金の流れについての理解を
深めてもらう。③社会奉仕活動が円滑に実現出来る
ように協力をする。④各会員に財団についての知識
を深めてもらうように努力する。

幹事報告
加藤幹事より幹事報告がありました。
7 月 24 日幹事報告です。地区より連絡が有りました
ので、ご報告致します。 ①元 R 財団奨学生コンサ
ートのご案内です。RI 第 2650 地区 京都北東ロー
タリークラブの昨年度幹事の佐渡春樹様より、元ロー
タリー財団奨学生が開催するコンサートについての
ご案内。名古屋市での開催との事で、菅生氏自ら事
前 PR として名古屋市内クラブ例会への表敬訪問を
考えていらっしゃいます。※訪問期間は 7 月末頃か
ら 9 月中旬頃を予定されています。②愛知県警より
お盆における住宅対象侵入盗の未然防止対策のお
願い。この二点は、パンフレットをテーブルへ回しま
すので、ご一読下さい。③囲碁の大会のご案内が来
ております、ご興味のある方は、私幹事までご連絡く
ださい。ご案内を連絡致します。
以上、幹事報告です

第 281 回 親睦夜間例会
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2019 年 7 月 17 日 18:30～

第 280 回例会に続き各委員長より本年度の委員
会事業計画・方針について発表がありました。各委
員長からはクラブを支える強い意志を感じました。

ANA クラウ
ンホテルグラ
ンコート名古
屋 29 階 中
国料理「花
梨」にて本年
度 1 回目の
夜間例会が岩崎会長の乾杯で始まりました。出席者
の皆さんは楽しい時間を過ごしました。ロータリーの
事、仕事の事、ゴルフの事などを話しながら親睦を
深めることができる良い機会でした。楽しく過ごした
時間もあっと
いう間に過
ぎ、青木会員
の締めの挨
拶で終了とな
りました。

【会員増強委員会 安井忠委員長】
7 年目に入りましたが会員数
が 41 名から 37 名（休会者含む）
となりました。会員全員でロータリ
ーの話を伝え興味のある方を誘
って頂きたい。また入会者をアイ
リス全体で歓迎して欲しいとの話
が安井委員長よりありました。全
員で会員増強を実践しましょう。（本年度方針）①ア
イリスＲＣに相応しい新入会員の勧誘を全会員に督
励する。②本年度の目標である現状維持率１００％
（退会者ゼロ）と増員１０名を達成し、５０名体制を早
期に実現できるよう全会員で努力する。③入会候補
者をクラブ負担で例会に臨席していただく。④入会
候補者の選考を行い、理事会へ報告する。⑤クラブ
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