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臨時例会変更のお知らせ

会長挨拶 大島浩嗣会長

　まずもって遠路ここ万博会場ロータリー館へ
ご出席賜りまして、誠に有難うございます。台北
延平ロータリークラブ、札幌手稲ロータリークラ
ブの皆さんには昨日より、また、福岡西ロータ
リークラブ、茅ヶ崎湘南ロータリークラブの皆さ
んには早朝よりお出かけ頂き誠に有難うござい
ます。私ども名古屋瑞穂ロータリークラブは、今
年25周年の節目の年を迎える事が出来ました。この地域にとりまし
て今年は2月17日に中部新国際空港が開港し、民間空港会社の運
営として各方面より大変注目を集めております。また、3月25日より、
愛知万博「愛・地球博」が9月25日まで開催されております。私ども
が25周年の記念行事を行うに辺り、是非この愛・地球博へご案内
がしたいという事で、皆様方には大変過密なスケジュールとなりま
したがお許しをいただきたいと思います。
　本日は第一部万博会場見学会、第二部式典、第三部祝賀会と三
部構成となっております。限られた時間でありますので、セレモニー
は最小に、少しでも会場見学をという事で万博をお楽しみいただき
たいと思います。ご挨拶等につきましては式典の部で申し上げさせ
て頂くという事で、宜しくお願い申し上げます。

～ロータリー親睦月間～

幹事報告
次週5月26日（木）はR規定に基づき休会となります。よって次回例
会は6月2日（木）となります。お間違えのないようにお願いします。
次回例会日、6月2日（木）に「第12回理事会」を例会終了後13時35
分より6階「欅の間」にて開催致します。関係各位はご出席ください。

・

・

　稲葉 徹幹事

ロータリー館例会　 AM11:00～　於：万博会場ロータリー館
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（注）

ニコボックス 　田口 豊ニコボックス委員長
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名古屋瑞穂RC25周年記念を祝して
名古屋瑞穂RC創立25周年を祝して。又、万博ロータリー館で
の例会に台北延平RC、福岡西、札幌手稲、茅ヶ崎湘南の各RC
をお迎えして。

幹事他、皆様ご苦労様です。参加させて頂き感謝致します。

昨日は結婚記念日でしたが、夜遅くまで酒に酔いしれ、妻から
かなり嫌みを言われました。
創立25周年を記念して。又、万博例会が好天に恵まれて大変
良かったです。

札幌手稲RC訪問団一同

野崎　洋二君　　守谷　巌樹君　　長坂　邦雄君
岩本　成郎君　　𠮷木　洋二君　　伊藤　　豪君
八木沢幹夫君　　近藤　雄亮君　　宇佐美貞夫君
長瀬憲八郎君　　佐藤　一郎君　　田中　隆義君
田中　政雄君　　宗宮　信賢君　　田口　　豊君
稲葉　　徹君　　倉澤　　寛君　　内田　久利君

大島　浩嗣君　　鈴木　幹雄君

松岡　道弘君

堀　　慎治君

本多　清治君

Weekly
       Report

司 会
斉 唱
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倉澤 寛会場委員
「それでこそロータリー」
余 涵傑（シェリー）様

出席報告 佐藤一郎出席委員長

会員76名　出席67名  （出席計算人数57名）

出席率94.74％
5月12日
4月28日
4月21日

は補填により
は補填により
は補填により

91.23％
96.49％
97.87％

名古屋瑞穂ロータリークラブ創立25周年

  7：30
  7：45
  8：45
  9：00
11：00

ヒルトンホテル集合
ヒルトンホテル出発
万博会場到着
万博会場入場開始
万博会場例会開始

ロータリー館例会までのスケジュール　



　本日ここに名古屋瑞穂ロータリー創立25周年
の記念日を迎えましたところ、RI第2760地区・大
島宏彦ガバナーをはじめ、多くの方 の々ご臨席を頂
き、かくも盛大に祝賀会を開催できますことは、この
上ない慶びであります。また、姉妹クラブの台湾・台
北延平RCのゴードン社長以下会員、ご家族の皆
様、更には国内友好クラブの福岡西RC、札幌手稲RC、茅ヶ崎湘南
RCからも多数の仲間が、遠路遥 お々祝いに駆けつけて下さり、心よ
り厚く御礼申し上げます。
　さて、名古屋瑞穂RCは、1980年5月10日に名古屋市内で12番
目のクラブとして誕生しました。親クラブであります名古屋南RCから
故・鈴木俊雄初代会長他3名が当クラブへ移籍され、素晴らしい
リーダーシップを発揮されました。もちろん、当時の故・川瀬保ガバ
ナーや、故・岩田玖也特別代表のご功績も忘れる事は出来ません。
創立以来25年、我が名古屋瑞穂RCの素晴らしい歴史と伝統は、諸
先輩・仲間達により立派に受け継がれて参りました。私達は築き上げ
られたこの実績を汚すことなく、ロータリアンとしての誇りを持って奉
仕活動に励んでいく所存であります。
　私共は記念事業として、アフリカのウガンダ共和国に対し、同国民
の飢餓・貧困の根絶と、将来を担う子どもたちの識字率を高めるた
めに、井戸の発掘と小学校設立をNGO団体のハンガー・フリー・ワー

野崎洋二25周年記念実行委員長

開会　舞楽「迦陵頻」奉納 熱田神宮神職

　皆様方には大変お忙しい中、私ども名古屋瑞
穂RC25周年にあたりまして、第2760地区ガバ
ナー大島宏彦様をはじめ、パストガバナー、地区
関係、市内RCの会長、幹事、台北延平RC、福岡西
RC、札幌手稲RCの会長はじめ多くの皆様、また
第2780地区ガバナー松宮猛様はじめ、茅ヶ崎湘
南RCの皆様、多くの方々のご臨席をいただき誠に有難うございま
す。素晴らしいご来賓の皆様をお迎えして創立25周年記念式典が
開催出来ます事を、会員一同及び、ご夫人方と共に心より感謝申し
上げます。
　さて、私ども瑞穂RCは1980年1月に名古屋南RCを親クラブと
して、今は故人となられました岩田玖也特別代表の下、34名の
チャーターメンバーにて発足しました。現在では76名の会員を有す
るまでに発展して参りました。歴代の会長・幹事をはじめ役員の
方々、先輩各位のご尽力と関係各位のご指導、ご支援、会員各位の
友愛を基調とする相互連携の賜物であります。25年という節目を
迎え、25年を祝うと共に、次なる飛躍へ向けて発展させなければな
りません。姉妹提携、国内友好、その他ロータリーの皆様方との今
まで以上の素晴らしい友好関係を維持し、さらに深めて参りたいと
願っております。
　ロータリーは今年100年を迎え、RI会長テーマは「ロータリーを
祝おう」であります。この地区は、愛知万博や中部国際空港の開港
など、RIテーマにふさわしい明るい環境の下にあります。今後、グ
ローバルな活動にも目を向けて、ロータリー精神を発揮し、奉仕の
理想の実現に向けてなお一層の努力を積み重ねる所存でありま
す。どうかこれからも、従来にも増して皆様方のご指導、ご協力をお
願い申し上げますと共に、ご夫人の皆様、当ホテルの関係各位、事
務局、実行委員会の皆様、そして会員の皆様のお力添えに心より感
謝申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

会長挨拶 大島浩嗣会長

来賓紹介 稲葉 徹幹事

ニコボックス 　　田口 豊ニコボックス委員長
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貴クラブの創立25周年をお祝い申し上げます。

創立25周年おめでとうございます。貴クラブの益々のご発展
と、会員の皆様のご多幸をお祈り致します。今日はお世話にな
ります。
米山奨学生として瑞穂RCに大変お世話になりました。今は台
湾に帰って、仕事に就いております。お礼を申し上げます。有難
うございました。

25周年をお祝い申し上げます。
記念事業として、多大のご奉仕、誠にお喜び申し上げます。

創立25周年を祝して。

台北延平RC訪問団一同

福岡西RC　福永周兵君 他参加者一同

延平RC  李 武弘（クラウン）君 ご息女
（リ・ユエンチュエ）様

名古屋錦RC　長谷川周義君

ハンガー・フリー・ワールド理事　高山　悦嘉様

西　　初彦君　　増田　盛英君　　鈴木　圓三君
髙木　　勝君　　大川　嘉成君　　春日　良平君
景山　和明君　　髙須　洋志君　　森　真佐雄君
中川啓二朗君　　江口　金満君　　嶺木　一夫君
舘　　健吾君　　森　　恒夫君　　岩田　吉廣君

田中　英雄君

開会に際して、熱田神宮によ
る舞楽「迦陵頻」が奉納され
ました。

ルドを通じて寄付を致します。また、R財団並びに米山奨学会への
特別寄付、更には環境保全事業関係にも寄付致します。私共のこう
した活動が、広い意味で世界の平和や国際親善に、また明るい社
会を築くためにお役に立てれば、これ以上の事はありません。
　最後に、この度の記念行事の実行に際しご尽力くださった実行
委員の皆様並びに関係者各位に深甚なる敬意と感謝を申し上げ、
私の挨拶とさせていただきます。

司 会
アシスタント
通 訳

：
：
：

天野正明会場委員長
繁岡明実様
　　　 (リ・ユエンチュエ）様李 　潔

李 　潔

開会の辞

名古屋瑞穂RC創立25周年 記念式典の部

記念式典スケジュール

4階「竹の間」

25周年記念実行委員長

ソングリーダー
ソングリーダー

幹事　　
会長　　
ニコボックス委員長

RI第2760地区ガバナー

名古屋南RC副会長

台北延平RC社長

会長　　　
RI第2760地区ガバナー

特定非営利活動法人
ハンガー・フリー・ワールド

会長
台北延平RC社長

野崎洋二君
伊藤　豪君
李 柏聯　
（ナイス）君

稲葉　徹君
大島浩嗣君

田口　豊君

大島宏彦君

榊原仁作君

高 萬生（ゴードン）君
大島浩嗣君

大島宏彦君

齊籐恵一郎（副理事）様
大島浩嗣君

高 萬生（ゴードン）君

17：30

17：45
17：46

17：51

18：00
18：05
18：10

18：15

18：30

18：35

18：50

開会　

点鐘　
開会の辞

国歌

来賓紹介
会長挨拶
ニコボックス報告

来賓祝辞

記念事業目録
贈呈式

姉妹提携調印式

点鐘　

舞楽「迦陵頻」奉納
熱田神宮神職
物故者黙祷

「君が代」斉唱
「台湾国家」斉唱
ロータリーソング
「奉仕の理想」唱和

ガバナー

スポンサークラブ

台北延平RC

　　　　　　　　



来賓祝辞

　瑞穂RC創立25周年おめでとうございます。そ
の記念式典が、この様に大勢の招待客を集めて、
盛大に開かれた事に心からお祝い申し上げます。
　今年はロータリー創立100年、そしてこの地に
名古屋RCが出来たのが80年前。そして「ロータ
リーを祝おう」を年度のテーマに掲げた今年度、
当地区は万博ロータリー館を建設して花を添えています。会員の皆
様もこの式典に先立って、ロータリー館に於いて例会を催され、万
博を盛り上げていただいたことは、クラブ25周年とロータリー100
年のお祝いになったのではと思う次第です。
　25年といえばクラブとしても壮年期です。すでに奉仕活動は長い
実績をお持ちで、中でも熱田神宮の池でホタルを育てて市民を楽し
ませているのは、地域にふさわしい企画だと思います。そして国外で
は、台北延平RCとの姉妹提携、国内では北海道から九州まで、3つ
のクラブと提携され、熱田RAC提唱へも参加されるなど活動の幅
も広く、さらに25周年記念事業には、ウガンダでの学校建設への協
力も盛り込まれていると伺いました。
　お祝いの年に続く、ロータリー第2世紀初年のテーマは、「超我の
奉仕」です。充実を続ける瑞穂クラブが、25周年を期に更なる発展
をされますよう、心から期待しております。

姉妹提携調印式
名古屋瑞穂RCと姉妹クラ
ブであります、台北延平RC
との姉妹提携調印式を行
いました。

開宴　木遣
祝賀会開宴に際して、大須
消防団による「木遣」が披露
されました。

　本日は名古屋瑞穂RC創立25周年、誠におめで
とうございます。この様な祝賀会にお招き頂きまし
て大変感謝しております。名古屋南RCの会員一同
を代表し、心からのお祝いと、お礼を申し上げます。
　25年といいますと活躍の真っ最中であり、発展
していく過程にあるクラブと存じております。私ど
も南クラブでも、いかにして活性化を図るか議論している訳ですが、
そんな中で瑞穂RCは海外、あるいは国内3つのRCと提携され、環
境問題や国際親善その他の幅広い活動が話題になっており、私ど
もも参考にさせて頂きたいと思っております。
　今後とも一層親密にして頂き、多方面でお知恵を拝借し、共に発
展していく事が出来ればと思います。瑞穂RCが今後、益 の々ご発展
をされますと共に、会員の皆様のご健勝をお祈り致しております。

　貴クラブ創立25周年、おめでとうございます。台
北延平RCを代表して、心をこめてお祝い申し上げ
ます。人生における25歳は、大躍進の段階とも言
え、益 の々ご隆盛とご発展される事と思います。
　今年、貴クラブ会長の大島様の英明なリードの
下、社会各界から好評を受けた数多くのサービス
計画と貢献を完成し、幣クラブが見習うに値するものです。今年2月
には、中部国際空港が開港し、「愛・地球博」も盛大に開かれていま
す。これから名古屋地区は、新しい時代に向け羽ばたく事でしょう。
　貴我両クラブが姉妹クラブとして提携して以来、早くも18年の年
月が経ちました。メンバー間の友情は固く深いものです。今年、貴ク
ラブ25周年及び姉妹クラブ関係更新の調印式に、我 は々非常に嬉
しい気持ちで参加させて頂きました。両クラブの良き姉妹関係が継
続出来る事を、大変喜んでおります。再度貴クラブの25周年の誕生
日にお祝い申し上げます。貴クラブメンバー及びご家族の方々のご
健康、ご多幸をお祈り申し上げます。本当におめでとうございます。

　第一部の記念式典も終了致しまして、いよいよ
お待ちかねの祝賀会でございます。どうぞごゆっく
りおくつろぎ頂きたいと思います。
　私は瑞穂RCの25年の歴史を振り返る時、多く
の物故会員や退会を余儀なくされた方々を忘れ
る事は出来ません。真剣にロータリーを語り、共に
奉仕活動に励んだ仲間の顔が走馬燈のように目に浮かんで参りま
す。中でも故・濱田武会員の企画で実施された「熱田の森にホタル
を乱舞させよう！」との社会奉仕活動は、13年を経た今日、多くの小
学校児童達にも参加してもらい、その夢は大きな輪となって確実に
広がっております。
　また、国際奉仕・親善の一環として長年続けている、台湾の台北
延平RCとの姉妹提携も、両ロータリーの深い友情と良き理解の下
に本日更新するべく調印式が行われ、両クラブの友好の絆が一層
固く結ばれます事は、誠にご同慶の至りに存じます。両ロータリーの
益 の々発展と、両国の繁栄を祈ってやみません。
　最後になりますが、本日はご出席頂いたにもかかわらず、不行き
届きな点が見受けられたかと思いますが、どうか深い友情でご寛容
賜りますようにお願いを申し上げまして挨拶とさせて頂きます。

開宴のご挨拶 野崎洋二25周年記念実行委員長

大須消防団

19：00

19：20

19：30

20：00

20：55

21：00

開宴

開宴のご挨拶

来賓祝辞

乾杯

アトラクション

手に手つないで

閉会の辞

木遣
大須消防団

25周年記念実行委員長

福岡西RC会長

札幌手稲RC会員
(RI第2510地区第4
グループガバナー補佐）

RI第2760地区名古屋
西分区ガバナー補佐

YUKOandロス・ぺぺス
のピアノ演奏及び
ダンスパーティー
ソングリーダー

副会長

野崎　洋二君

福永　周兵君

小山　秀昭君

山路　兼生君

伊藤　　豪君
舘　　健吾君

記念事業目録贈呈式
名古屋瑞穂RC25周年記念事業として、

目録を贈呈致しました。

1.

2.
3.
4.

ウガンダ共和国ワキソ県ルウェンウェ
デ村に小学校校舎建設並びに同県
カブワマ村に井戸1基建設
ロータリー財団への特別寄付
ロータリー米山奨学会への特別寄付
ホタル飼育のため熱田神宮への寄付

RI第2760地区 大島宏彦ガバナー

名古屋南RC 榊原仁作副会長

台北延平RC 高 萬生（ゴードン）社長

司 会
アシスタント
通 訳

：
：
：

岩田修司親睦活動委員長
繁岡明実様
　　　 (リ・ユエンチュエ）様李 　潔

名古屋瑞穂RC創立25周年 記念祝賀会の部

記念祝賀会スケジュール　

5階「扇の間」



卓話講師
テ ー マ

：
：
ソプラノ歌手　下垣真希様
「我が心の歌　長崎の歌」

会員卓話
テ ー マ

：
：
小串和夫君
「思いつくままに…」

来賓祝辞

　本日は名古屋瑞穂RC25周年、大変おめでとう
ございます。また、私ども福岡西RCをお招きいただ
き、心からお祝いと御礼を申し上げます。
　私ども福岡西RCと名古屋瑞穂RCの関係は、
13年前になります。名古屋瑞穂RCとの姉妹提携
のお話しがあり互いのクラブを訪問、その後トント
ン拍子に話が進み、その年の9月には瑞穂RCさんで第1回目の交流
会を開催致しました。以来13年、この様に親しくして頂いております。
　今年、私どもの地区のテーマが「より親しく、より近くに」であります。
親睦というのがロータリーの根本精神の一つでありますので、これか
らも私ども地区のテーマ同様、お付き合いをお願い致します。
　今回、名古屋瑞穂RC25周年の記念に
あたり、博多織でつくった赤富士の絵を、
壁掛けにしてお持ちしました。記念品として
お受け取りいただきたいと思います。
　また、来年の話になりますが、私ども福
岡西RCでは創立50周年を迎えます。日程
は来年5月13日（土）です。改めて詳細をお知らせ致しますが、そ
の折には、是非多くの皆様に訪れていただきたいと思います。
　最後に、名古屋瑞穂RCの今後益々のご発展と、本日お集まりの
皆様のご健勝を祈念致しましてご挨拶に代えさせていただきます。

　25周年を迎えられました名古屋瑞穂RCの大
島会長様をはじめ、会員の皆様、本日は誠におめ
でとうございます。心からお喜びを申し上げます。
　1980年に34名のチャーターメンバーで創立
された貴クラブでありますが、国際奉仕に、社会
奉仕活動、職業奉仕をはじめ積極的に事業を進
められ、今や国際ロータリー第2760地区の重要なクラブとして、ま
た25年間の歴史と伝統のあるクラブとして、そう遠くないうちにガ
バナーを排出する実力を備えた、大きなクラブとして、成長されたも
のと心からご推察申し上げ、お喜びを申し上げます。
　私ども札幌手稲RCと名古屋瑞穂RCとの友好の関係であります
が、ご縁は今から11年前にさかのぼりますが、RI第2760地区パス
トガバナーと、我々のクラブの会員である第2500地区パストガバ
ナーの仲介により、友好の絆が出来上がった訳であります。以来、周
年事業ごとに両クラブがお互いに行き来をし、RC杯親睦野球の試
合を甲子園で共に行うなど、友好の絆を築き上げてきました。
　今年私どもは35周年を迎えます。ロータリー100年でありますこ
の年に、同じく周年を迎える両クラブは、ともに慶びを分かち合える
ものと心から願っております。今後とも末永い友好のお付き合いを
お願い致します。最後になりましたが、名古屋瑞穂RCの皆様方、そ
して本日ご列席頂いております皆様のご多幸を心からご祈念申し
上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。

福岡西RC 福永周兵会長

乾杯

　2760地区の西名古屋分区には12のロータ
リークラブがあります。その中の一つであります瑞
穂RCには度々訪問しておりますが、非常になごや
かで、提携クラブも多いRCであります。
　私はRCに入会して28年になります。南RCがス
ポンサークラブでありますが、私どものクラブより
もいろいろな事が進んでいると思います。先ほど幣クラブの副会長
である榊原さんがいわれましたが、そういった良い面を参考にして
頑張らなければならないと思っております。
　瑞穂RC25周年おめでとうございます。また、瑞穂RCと姉妹提携
をされているRCの益 の々ご発展と、会場にいらっしゃる皆様のご繁
栄とご健勝を祈念して乾杯したいと思います。乾杯！

RI第2760地区西名古屋分区 山路兼生ガバナー補佐

札幌手稲RC 小山秀昭君
（RI第2510地区第4グループガバナー補佐）

YUKOandロス・ペペスのピアノ演奏及びダンスパーティー
アトラクションとして、
YUKOandロス・ペペス
の演奏を楽しみました。

YUKOandロス・ペペスの演奏をバッ
クに、当RC会員の宇佐美君と事務局
の辻さんが、ダンスのデモンストレーシ
ョンを行いました。

　名古屋瑞穂RCは創立25周年事業
としてウガンダに小学校の建設を進め
ている。6月末頃完成し、8月に現地住
民でつくる学校運営委員会に寄贈する
予定。それに先立ち19日に市内のホテ
ルで開いた25周年記念式典で仲介役
のNPO法人に目録を贈った。
　建設している場所はワキソ県トゥンバ
リ・ルウェンウェデ地区。同地区は内線
でインフラが破壊され、公立小学校は一
校もなく、非識字率は40％以上という。
　こうした窮状について同RCは、発展途上国に支援を行うNPO法
人ハンガー・フリー・ワールドウガンダ支部長のウガンダ人男性を
講師に招いて知り、支援を決めた。
　同クラブの25周年記念実行委員会副委員長の田中隆義さんは
「学校建設が識字率の向上に役立てば」と話している。

アトラクション

ソングリーダー：伊藤豪君
手に手つないで

守谷巌樹会長エレクト
閉会の辞

20日付中日新聞朝刊（一部抜粋）

マスコミ各社にて報道されました。

ソングリーダーの伊藤豪君
指揮の下、「手に手つないで」
を合唱しました。

守谷巌樹会長エレクトより挨拶を頂き、盛況の
うちに閉宴となりました。

HFWの斉藤副理事長に
目録を手渡す名古屋瑞穂

RCの大島会長

今週卓話 6月2日（木）

次週卓話 6月9日（木）

※この他、東海テレビの夜のニュースでも報道されました。
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