
会長挨拶 　名南RC　山本誠一会長

第1262回例会

　本日はご多忙の中を多数の方にご出席頂
き、この様に盛大に開催できますことをホス
トクラブとして大変嬉しく思います。有難うご
ざいました。私ども名南RCは2月19日に15
回目の誕生日を迎えました。去る2月14日に
スポンサークラブである東南クラブの佐久
間会長をはじめ、会員の皆さん、そして南、瑞
穂両クラブの会長、幹事の皆さんにご出席
頂き、15周年記念例会を開催させて頂きま
した。15周年を迎えることができましたのも、ひとえに皆様のご指
導、ご支援の賜物であり、この席をお借りし改めまして衷心より感謝
申し上げる次第でございます。
　さて、今年度は、ロータリー第2世紀の初年度にあたります。ステン
ハマーRI会長は今年度のテーマとして「超我の奉仕」を掲げられまし
た。そして「超我の奉仕」を実践するためには、職業奉仕こそすばらし
い手段であり、基本であると述べておられます。そこで私たちは、再度
職業奉仕について勉強しようと言うことで、2001～02年度から3年
間、地区職業奉仕委員長を務められた、みなとクラブの関口さんを
講師にお招きし、例会で卓話をして頂きました。大変感銘深い話で
したので一端をご紹介したいと思います。
　「職業奉仕を理解するには、ロータリー運動というのは職業人の
倫理運動である、と心に留めて置いて頂きたい。ロータリークラブは
ロータリアンに奉仕の心を授け、倫理を提唱し、ロータリアンの心の
開発をする団体だ、ということです。では倫理運動と言うことが何処
に書いてあるかというと、ロータリーの綱領にかかれています。冒頭
に、『ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として、奉仕の理想を
鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹育成することにある。』と
書かれています。この中に出てくる奉仕の理想という言葉は、非常に
分かりにくい。だがこの奉仕の理想を奉仕の気持ち、あるいは奉仕の
心ぐらいに考えると理解しやすくなります。ロータリーの綱領、ロータ
リアンの事業の基本に奉仕の心をおいて事業を運営する。そしてそ
の奉仕の心を絶えず育成し強化していく、これがロータリーの目的
だと解釈すればロータリーの目的は実に分かりやすく理解できると
思います。そして超我の奉仕とは、自分のために利益を得たいという
利己心と、人のために尽くさねばならないという犠牲心との調和を
奉仕の基本とすることである。」との内容でお話をいただきました。
ロータリーは親睦と奉仕といわれています。今夜は親戚クラブだけ
での例会でございます。時間の許すかぎりごゆっくりとご歓談いただ
き、親睦を深めて頂きたいと存じます。なお、至らぬ事も多 あ々ろうか
と存じますが、ロータリアンの友情でご寛容の程お願い申し上げま
す。甚だ簡単ではございますが、これをもちまして私の挨拶とさせて
頂きます。有難うございました。
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幹事報告
3月2日（木）第1263回例会終了後、13時35分から9階「ことぶき
の間」にて第9回理事会を行います。理事の皆様はご出席ください。
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名古屋熱田ローターアクトクラブ会長　南　興助君
「ローターアクトクラブについて」
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愛知県警察本部 警務部警務課
街頭犯罪対策室 室長補佐 　警部 野村　喜之氏
「愛知県における自動車盗難の実態（平成17年12月）」

今週卓話 　3月2日（木）

次週卓話 　3月9日（木）

懇親会

　皆様こんばんは。まずもって名南RCの皆
様、15周年誠におめでとうございます。また
今日の4RCの合同例会は名南RCの皆様
方にホストクラブとして、企画から進行まで
すべてご計画をいただき有難うございます。
瑞穂、南、東南各RCを代表いたしまして厚
く御礼申し上げます。
 私も今日の4RCの合同例会で20回目に
なります。早いもので20回という年を重ねますと、顔見知りの方が
非常に多くなりまして、懇親会でお酒が入りますと自分のRCで飲ん
でいるような、そんな気分に最近なっております。今日の懇親パー
ティーも名南RCさんの創立以来のモットーである「楽しく、明るく」
という精神で手作りで企画頂いたと聞いております。どうぞ皆様方
にはこの4RCの懇親の輪を益々広げて頂ければと思っております。
甚だ簡単ではございますが、この事をお願い申し上げまして私の開
宴の挨拶とさせて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。

開宴挨拶：名古屋東南RC 佐久間貞介会長

　皆様こんばんは。私は地区RAC代表を
務めております江村陽子と申します。地区
代表になり半年が過ぎましたが、1年の締
めくくりであります年次大会が5月にござい
ます。アクトでは年次大会というものは代表
の所属しているクラブがホストになることに
なっておりますので、今期は名古屋熱田
RACがホストをすることになっております。
詳しくは年次大会実行委員長であります
伊藤 卓よりお話しをさせて頂きます。

名古屋熱田RAC挨拶：地区RAC代表　江村陽子さん

　皆様こんばんは。5月13日・14日に第6回
年次大会を開催いたします。名古屋熱田
RACのメンバーが一丸となり企画をしてお
りまして、細かい部分にこだわり、環境にも
配慮した今までにない年次大会にしたいと
思っております。その活動報告会を是非見
に来て頂いて、さらにアクトへの理解を深め
て頂きたいと思います。ぜひ登録をよろしく
お願いします。

年次大会実行委員長挨拶：伊藤 卓君

　皆様こんばんは。誠に僭越ではご
ざいますがご指名をいただきました
ので、乾杯の音頭をとらせて頂きま
す。ただいま、20年続きました恒例
の4RC合同例会が無事終わりまし
たことを心からお喜び申し上げます。
それでは乾杯にうつりたいと思いま
す。4RCの益々の発展と、本日ご出
席の皆様方のご健勝を祈念いたしまして乾杯をさせて頂きます。ご
唱和をお願いいたします。乾杯！

乾杯：名古屋瑞穂RC 守谷巌樹会長

　本日は名南RCさんがホストで大変楽しい
4RC合同例会を開催して頂きました。本当に
有難うございました。冒頭、山本会長がおっ
しゃいましたように、名南RCさんは今年で
15周年。先だっての記念例会にも出席させて
頂きましたが、その時いろいろと伺いまして、
地区や基金などにも多大な貢献をしていらっ
しゃいます。大変立派なクラブであると敬服
いたしました。とはいえ、まだ15周年ではありますが、ただいまのア
トラクションでも分かるように、大変若 し々く本当に元気のいいクラ
ブで、そういった意気盛んな所を私どもも見習わなければならない
と痛感いたしました。私どもは来年50周年を迎えます。名南RCさ
んに比べますとキャリアが3倍以上ある訳でございます。来年の合
同例会は、私どもがホストを務めさせて頂きます。私がおもいます
に、3倍とはもうしませんが、今日の合同例会以上の例会を開催し
てもらいたいとそう思って、私どもクラブの来期の木戸会長、遠山
幹事に申し送りをしておきたいと思っております。申し送りするだけ
で、私は何もしなくていい訳ですから、後のことは木戸会長よろしく
お願いします。そんな訳で来年は皆さん、50周年の南RCの合同例
会にご期待頂いて、よろしくお願いいたします。明日から3月でござ
います。3月に入りますと春の息吹を感じますし、いいことが沢山あ
ると思いますが、私にとって何がいいことかと申しますと、任期があ
と4ヶ月になったという事でございます。この気持ちは東南、瑞穂、
名南RCの会長、幹事さんも同感ではなかろうかと思います。残った
任期を一生懸命全ういたしまして、RCに尽くしたいと思っておりま
す。大変簡単ではございますが、本日の閉会のご挨拶とさせて頂き
ます。有難うございました。

次期ホストクラブ会長挨拶・閉宴挨拶
名古屋南RC 足立捷佑会長

アトラクション

「手に手つないで」唱和：名南RC 堀田光江ソングリーダー

・
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2月は妻の誕生月でした。きれいなお花を有難うございました。

渡辺さん、お世話になりました。
2月度も無事終わり。有難うございました。
川奈ホテル富士コース、No.15で6回目にして初めてイーグル
を取ることができました。
４RC合同例会を祝して。

田口　　豊君
松井　善則君
松岡　道弘君

堀　　慎治君

守谷　巌樹君　　本多　清治君　　鈴木　圓三君
髙木　　勝君　　稲垣　　豊君　　野崎　洋二君
渡辺喜代彦君　　宗宮　信賢君　　森　　恒夫君
近藤　洋輔君　　落合　　諭君　　近藤　雄亮君
小林　幸男君　　天野　正明君　　長瀬憲八郎君

増田　盛英君

ニコボックス 渡辺喜代彦ニコボックス委員長

司会進行：名南RC 児島徳和親睦活動委員長

　東南RC「メール・ア・カンターレ」の合唱

　女性コーラス「Sweet Voice」

名南RCの合唱
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