
CELEBRATE ROTARY

第1187回例会
2004年7月1日（木）  晴  第1回

～識字率向上月間～

会長挨拶 大島浩嗣会長

7月誕生日おめでとう

内田　久利君　吉田　正美君　渡辺喜代彦君　岩田　吉廣君
布目　　徳君　岩崎　道夫君　鈴木　圓三君　田中　隆義君

臨時例会変更のお知らせ

Weekly
　 Report

創立：1980年（昭和55年）1月10日　
会長：大島 浩嗣　
幹事：稲葉　徹　
会報委員長：高木　勝

毎週木曜日 PM12:30～
ヒルトン名古屋
460-0008
名古屋市中区栄1丁目3-3
ヒルトン名古屋910号
052-211-3803
052-211-2623
2760nagoya@mizuho-rc.jp
http://www.mizuho-rc.jp/

例 会 日：
例 会 場：
事 務 局：

T E L ：
F A X ：
M a i l ：
U R L ：

毎週木曜日 PM12:30～
ヒルトン名古屋
460-0008
名古屋市中区栄1丁目3-3
ヒルトン名古屋910号
052-211-3803
052-211-2623
2760nagoya@mizuho-rc.jp
http://www.mizuho-rc.jp/

例 会 日：
例 会 場：
事 務 局：

T E L ：
F A X ：
M a i l ：
U R L ：

創立：1980年（昭和55年）1月10日　
会長：大島 浩嗣　
幹事：稲葉　徹　
会報委員長：　木　勝

ROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHO

　皆さんこんにちは。まずは皆
様にご報告・お願いがあります。
6月17日予定者会議におきま
して、会場委員長より前年に引
き続き今年度も、通常例会にお
きましては禁煙例会にと提案
があり、全会一致で承認されま
した。愛煙家の皆様には何とぞ
ご理解頂きますようよろしく
お願いします。
　さて、今年も半年が過ぎ、ロー
タリーも新年度を迎えること
となりました。今年度会長を務めさせていただく大島です。歴
代の会長らしい会長から、極めて会長らしくない会長に替わり、
皆様には何かとご迷惑をおかけすることと思いますが、1年間
どうかご辛抱下さい。私自身まことに浅学非才の身ではあり
ますが、一生懸命努めさせていただきますので皆様の温かい
ご支援・ご協力をお願いします。今年度は瑞穂RCにとりまして
は、25周年の節目の年にあたります。私、自分自身に対しては
大変不安ですが、幸い舘副会長、稲葉幹事、野崎25周年実行委
員長始め優秀なスタッフを選んでいただいておりますので、大
船に乗ったつもりで安心しております。また、この地域では来
年3月より愛知万博が開催されます。会場内にはロータリー館
も建設されます。皆様には例年にもましてご協力をお願いする
ことになるかと思います。どうぞよろしくお願いします。
　さて、前年度は小串直前会長、松波直前幹事をはじめ、理事、
役員、委員長の皆様方のすばらしい手腕で、この伝統ある瑞穂
RCが楽しく有意義に運営されました。今年度もそうありたい
と願っております。よろしくお願いします。

乾杯

小串和夫直前会長

　大島会長、稲葉幹事、
また役員の皆様方の1年
間のご健闘をお祈りし、
ご参会の皆様方のご健
勝を合わせてお祈り申
し上げまして乾杯をした
いと思います。乾杯！

司 会
体 操
斉 唱
ビ ジ タ ー

（天野正明会場委員長）
ストレッチング（倉澤 寛会場委員）

「君が代」 「奉仕の理想」
名古屋ロータリークラブ
　　　　　　　　　　近藤博次君
　　　　　　　　　　　　他5名　　　　　
　（伊藤 豪親睦活動副委員長紹介）

：
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：
：

次回7月8日（木）は、13時35分より「第1回クラブアッセン
ブリー」並びに「第1回理事会」を4階「藤の間」にて開催しま
す。関係各位はご出席お願いします。
ビジターフィーが本日7月1日より4,000円に値下げになり
ました。
会長、幹事慰労会が本日7月1日18時より「蔦茂」にて開催さ
れます。出席の方はよろしくお願いします。

小串直前会長・松波直前幹事より大島新会長・稲葉新幹事へバッ
チの伝達、新会長・新幹事より直前会長・直前幹事へ記念バッ
チの贈呈が行われました。

・

・

・

幹事報告 稲葉 徹幹事

小串和夫直前会長

バッチ伝達・贈呈式

名 古 屋 名 北 R C 7月21日（水）／

2004～2005年度 国際ロータリーのテーマ  ロータリーを祝おう  2004～2005年度　R.I会長グレンE・エステス・シニア



瑞穂ロータリークラブ今年度活動方針　　　　　

大島浩嗣会長

　皆様すでにご承知
の通り、今年度内に当
たります2005年2月
23日、ロータリーは次
なる1世紀へ向けて新
たなスタートを切り
ます。また、瑞穂RCに
とっては、今年度25周
年という節目の年を
迎えます。シカゴRCが
誕生してから、この
100年の間にロータ
リークラブは世界
166カ国529の地区
に31,603のクラブに広がり会員数は1,211,723人に達してい
ます。（2003年12月31日現在）
　また日本においては1920年10月20日に東京ロータリーク
ラブが創立され、翌年1921年4月1日世界で855番目のクラブ
として加盟承認されました。1940年国際ロータリーから脱退
という悲しい時期もありましたが1949年再び加盟承認され、
現在国内には2,325クラブ、会員数106,178人にまで拡大増強
されております。（2004年3月31日現在）今や国際ロータリー
における日本の地位は大変重要、不動のものとなっております。
　また2760地区においては、東京RCをスポンサークラブに
1925年名古屋RCが創立されております。瑞穂RCは、地区内52
番目のクラブとして1980年1月10日創立、1月21日加盟承認
されました。現在地区内に80クラブ、会員数5,477名という国
内最大の地区となっております。

田口豊ニコボックス委員長

大島浩嗣会長

7月10日は家内の誕生日、7月25日は私の誕生日です。

大島新会長の第1回例会を祝して…。7月15日は家内の誕生

日です。

今月は妻の誕生月です。

今年度会長を務めさせていただきます。会員の皆様の御支援、

御協力よろしくお願い申し上げます。

幹事として1年間精一杯やりますのでよろしくお願い申し上

げます。

大島新会長、稲葉新幹事、健康に留意され今期の活動を祈念

いたします。

7月1日は国民安全の日です。大島船団の無事帰港を祈念致し

ます。

今期1年お世話になります。

大島会長がんばれ！ご健闘を祈ります。

クラブの欠席が続きました。

大島会長、稲葉幹事ご健闘を祈ります。

本年度クラブ会報の委員長を務めさせていただきます。なお、

ウィークリー、ガバナー月信の配信が変わりますのでよろし

くお願いします。

新年度、ニコボックスもどうぞよろしく。

大島新会長、稲葉新幹事のご活躍を祝して。今年度もよろしく

お願いします。

新年度です。天野委員長を旗頭に、会場委員会一同、気を引き

締めて参ります。よろしくお願いします。

新年度のスタートです。今年度もニコボックスへの御協力

よろしくお願い致します。
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ニコボックス

布目　　徳君

吉木　洋二君

近藤　洋輔君

大島　浩嗣君

稲葉　　徹君
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渡辺喜代彦君　岡村　達人君　嶺木　一夫君

江口　金満君　稲垣　　豊君　佐藤　一郎君

守谷　巌樹君　武田　　誠君　長瀬憲八郎君

岩本　成郎君

会場委員会一同

田口　　豊君

出席報告 佐藤一郎出席委員長

会員75名　出席50名  （出席計算人数57名）

出席率73.68％
6月24日は補填により
6月17日は補填により
6月3日は補填により

96.49％
92.98％
98.25％

本日例会よりガバナーズレター、ウィークリーのネット配信が
開始されます。わからないことがありましたらクラブ会報委員、
または事務局までお申し出下さい。

委員会報告

委員会紹介

＜クラブ会報委員会：　木 勝委員長＞

メーンテーブルの会員の方で欠席される場合は、当日11時30分
までにご連絡下さい。

卓話の前に例会に関連する親睦活動・会場・ニコボックス委員会
のメンバーが会長から紹介されました。

＜会場委員会：天野正明委員長＞

大島浩嗣会長



　第2760地区では折しも「愛・地球博」が開かれ、地区の先輩の
ご尽力で会場中心部に「ロータリー館」が建設されます。大島宏
彦ガバナーは、2004～05年度、地区運営方針を作るに当たって、
「愛・地球博」はまさに最適のテーマであると考えられました。し
かし各地区でそれぞれ行事を計画しており、お祝いをその場限
りに終わらせては日本最大の当地区さえもロータリーの空白地
区に一転していく危険をはらんでいます。ロータリーが第2世紀
に入るにあたって、われわれはポールハリスが提唱した「職業奉
仕」の原点に思いをいたし、それぞれの職業で倫理向上に努力し
たいと思います。と述べられ、次の4項目を地区方針として揚げ
られました。

第2760地区の運営方針

愛知万博のロータリー館建設と運営を成功させる。
ロータリーの存在と意義を地域と世界に訴え、日米に今拡がっ
ている会員数減に歯止めをかけて巻き返しのチャンスを掴
もう。

職業奉仕をロータリー活動の原点として確認する。
ロータリーを現役職業人が広く参加できる組織に戻すため、
「した方がいい」活動でも思い切って整理、身の丈にあった
ものに絞ろう。

ロータリーが世界をつないでいることを忘れない。
RIは「毎年すべてのロータリアンが」を合言葉に保険、水、識
字率の向上を掲げている。クラブ独自の課題とともに取り
組もう。

ロータリー100年をお祝いだけに終わらせない。
今年度は、ロータリーにとって第1世紀と第2世紀にまたが
る節目。新しい門出が出来るよう、当面は地味でも組織の地
盤を固めよう。

1.

2.

3.

4.

あなたのクラブでロータリーを祝おう
私たちのクラブはロータリーの心臓です。ここは私たちがま
ずロータリーの親睦を楽しみ、やがてロータリーの理想に
献身するようになる場です。多くのクラブに100周年に称え
るべき豊かな歴史があり、最も新しいクラブにさえロータリー
を祝う理由があります。クラブ会員に思いやりと気配りの精
神を奨励してロータリーを祝おうではありませんか。
会員の退会防止活動を支援するロータリー家族委員会を継
続し熱意あふれる新会員を入会させて、前途に横たわる挑
戦事項を克服する為に新たなエネルギーを吹き込みましょう。

あなたの職場でロータリーを祝おう
ロータリーが創設されたのは、私たちの時代とさほど変わ
らないようなビジネスの世界における腐敗と醜聞の時期で
した。この団体は創立以来、道徳的水準はロータリアンの代
名詞になっていますが、100周年は事業および専門職務にお
ける立派な行いに関する私たちの誓いを新たにする理想的
な機会です。職場における良心、そして社員、顧客、専門職務
に携わる同僚に対する精錬の手本として振る舞い、ロータリー
を祝おうではありませんか。

1.

2.

あなたの地域でロータリーを祝おう
ロータリーの優れた達成事項の多くは、各クラブが識字率
の向上、貧困および飢餓の緩和、若い人々の指導と彼らを取
り巻く環境の美化といった広範囲のプロジェクトに取り組
む草の根レベルのものです。2004～05年度には、あなたの
クラブの100周年記念社会奉仕プロジェクト、その他の特別
式典を通して、100周年の祝賀に地域社会を参加させてくだ
さい。クラブの奉仕の歴史を地域社会に広報し、将来の野心
的な計画に着手してロータリーを祝おう。

私たちの世界でロータリーを祝おう
ロータリーの国際性のおかげで、ロータリアンは国境を越え、
地球を半周して奉仕のパートナーを形成し、文化交流を実施
することが出来ます。2004～05年度に双子プログラムに参
加し、100周年記念の研究グループ交換や、ロータリーボラ
ンティアを支援し、青少年交換学生を派遣、もしくは受け入
れてロータリーを祝いましょう。シカゴで開かれる国際ロー
タリー年次大会に出席し、世界のたくさんの国々から集うロー
タリアンに加わって、ロータリーとその100周年を祝う計画
を立てましょう。

3

4.

　今年度会長のグレンE・エステス・シニア会長は、米国アラバマ
州シェイズバレーRCに所属され、グレン・エステス・アソシエイ
ツ社を勇退された最高経営責任者であられます。エステス氏は、
5人兄弟の1人で全員がロータリアンであります。一時期兄弟の
うち4人が各々のクラブで会長を務められていたそうでありま
す。またご夫婦には、3人のお子さんと8人のお孫さんが見え、ご
家族16人が全員ポールハリスフェローであります。
ロータリー歴としては第6860地区ガバナー、国際ロータリー
理事、国際ロータリー副会長、ロータリー財団管理委員、国際ロー
タリー会長エレクトを務めてみえます。

今年度のRI会長について

　今年度、ロータリー生誕100周年の大きな節目に当たります。
「ロータリーを祝おう」のテーマを示すに際して、過去の成功の
自己満足でなく、現在の困難への新たな危機感を持ってロータリー
を祝おうと呼び掛けて見えます。
　21世紀は心の時代、いやしの時代と言われていますが、実際
にはグローバル競争社会の中で、国と国、人と人との間で貧富の
差が拡がり、それらがお互い価値観の違いを生み、争いの絶えな
いすさんだ社会になってきております。
　日本では教育の荒廃が進み、中学校から小学校へと幼年化の
傾向が見られ、若者たちは不登校、学級崩壊、暴走、薬物乱用など
大変憂慮すべき現象を生んでいます。しかし思い起こせば、100
年前ポール・ハリスが他の3人の仲間とシカゴロータリークラ
ブを創設された時、世界は大変な不況でした。今こそロータリー
を次なる1世紀へのステップとして、活性化させる時代の第一歩
としたいものです。R.I会長は、あなたのクラブで、職場で、地域社
会で、そして私たちの世界で、新たに奉仕に献身して、「ロータリー
を祝おう」と呼び掛けてみえます。

今年度のRIテーマについて



25周年事業を成功させる。
瑞穂ロータリークラブの善いところは、何かを行おうとい
う時に1つにまとまり、力を合わせ活発に行動するところで
あります。25周年実行委員会も野崎委員長を中心に、既に3
月に始まっていますし、6月よりは小委員会ごとに各々の記
念事業について計画、検討が進められています。来年5月19
日の記念式典、祝賀会に大いにご期待いただきたいと思い
ます。

愛知万博のロータリー館の建設と運営に協力する。
地区先輩のご尽力で会場中心部にロータリー館が建設され
ます。R.I.会長テーマ「ロータリーを祝おう」はまさに地区にとっ
ても最適のテーマであります。25周年記念式典、祝賀会に出
席いただく台北延平RC、福岡西RC、札幌手稲RC茅ヶ崎湘南
RCの皆様にも、ロータリー館での例会にご出席いただき、
ご案内させていただきたいと思っております。　会員の皆様
には、建設協力金につきまして、当初の予定を超え、今年度、
来年度にもお願いしたい旨、ガバナーより地区協議会でお話
がありました。よろしくお願いしたいと思っております。

R.I会長賞に挑戦する
委員会ごとに立てていただきました目標をクリアーできる
ようお願いしたいと思います。

以上、いろいろ申し上げて参りましたが、瑞穂RCにとりまして
今年度は25周年の節目の年にあたります。
皆様のご協力を得て例会を楽しく開催できますようよろしくお
願い申し上げます。

1.

2.

3.

会員増強に努める
委員会には設定目標の達成へ向け、是非がんばっていただき
たいと思います。皆様にも是非ご協力をよろしくお願い致し
ます。100周年にあたる今年度、日米などに今拡がっている
会員減に歯止めをかけ、巻き返しのチャンスを掴もうとガバ
ナーも呼び掛けています。

環境保全問題を考え、ホタルの飼育を続ける。
区内の小学校へホタルの幼虫の飼育をお願いしておりますが、
教育的にも大変意義がありますし、今年度も継続して行いた
いと思います。放流会、観賞会をマスコミ等にも広報してい
きたいと思っております。

台北延平RCとの交流、国内友好クラブとの親善に努める。
台北延平RCへは、25周年記念式典、姉妹クラブ契約更新等
の打ち合わせに11月に訪問させていただきたいと思ってお
ります。また来年3月に開催されます創立記念例会にも出席
させていただく予定でいます。国内友好クラブの2クラブ及
び茅ヶ崎湘南RCにも来年5月19日の25周年記念式典、祝賀
会にご招待申し上げ、その折、愛知万博へもご案内したいと思っ
ております。

ホームページの充実とEメールアドレスの活用を推進する。
昨年度、瑞穂RCのホームページが開設されました。皆様ご覧
になっていただけましたでしょうか。内容の更新も随時行
われます。是非たびたびご覧いただきたいと思います。
今年度よりガバナー月信がメール発信となります。また、瑞
穂RCの会報につきましても今年度よりメール発信にさせて
いただきたいと思っております。ただ今年度につきましては、
希望されます会員の皆様にはプリントアウトしたものをお
渡しできるようさせていただくつもりであります。

4.

5.

6. 

7. 

ロータリー・ワールド
100周年の計画用資料
～7月には、歴史に関するプレゼンテーションをダウンロード～

今週卓話 7月8日（木）

次週行事予定 7月15日（木）

第1回クラブフォーラム（決算・予算）

卓話講師
テ ー マ

：
：

朝日新聞名古屋本社経済担当部長　和気 靖氏
「内と外から見た名古屋経済」

来る100周年の年度には、ロータリーの多彩な歴史は多くの注
目を浴びるに違いありません。クラブが会合の議題をロータリー
の過去に関する多くのすばらしい側面に置くよう、RIは、7月か
らRIのウェブサイト（www.rotary.org）の100周年セクション
からダウンロードできる、12枚組のパワーポイント・プレゼンテー
ションを多種作成しています。2005年６月までの期間、毎月の
初めに1つの新しいプログラムに関するプレゼンテーションが
入手でき、RI会長、ロータリーの発展と拡大、ポリオ・プラスの歴
史、及びロータリーの世界平和に対する貢献などが主題として
含まれます。

　瑞穂RCは、1980年1月チャーターメンバー34名で創立され
ました。一時期に比べて会員の減少はありましたが、現在75名
と大変発展拡大することが出来ました。これも歴代会長、役員お
よび会員の皆様の努力の賜物であります。
　ロータリークラブはR.Iテーマ、地区ガバナー方針のもとそれ
ぞれのクラブが独自性を持った活動をいたしますが、1番基本
となりますものは、ロータリーの綱領と4つのテストであります。
すなわち

　今年度もこれらを念頭において活動していきたいと思ってお
ります。R.I会長の「過去の成功の自己満足」でなく、そしてガバナー
の「100周年をお祝いだけで終わらせない」を念頭において、今
年度の活動計画として次の7つを揚げさせていただきました。

名古屋瑞穂ロータリークラブの活動方針および活動計画

奉仕の機会として、知り合いを広めること。
事業及び専門職務の道徳的水準を高めること。
あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を
深めること。そしてロータリアン各自が、業務を通じて社会
に奉仕するために、その業務を品位あらしめること。
ロータリアン全てが、その個人生活、事業生活及び社会生活
に常に奉仕の理想を適用すること。
奉仕の理想に結ばれた事業と専門職務に携わる人の世界的
親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進すること。
であります。そして4つのテスト
真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか
であります。

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.


