
会長挨拶 　守谷巌樹会長

第1277回例会

　FIFAワールドカップ（W杯）ドイツ大会の一
次リーグも大詰めになってきました。オーストラ
リアとの一戦は、マスコミの過剰な宣伝にも影
響され、ファンの大方が過剰な期待をした結
果、過剰落胆となったと思えます。クロアチア戦
での引き分けで、残るブラジル戦に二点差で勝
てば決勝トーナメントリーグ進出できるという
僅かの可能性を残してくれたことは、ファンにとっていささかの救い
と思います。ただ、このブラジル戦の奇跡を祈るだけです。
　さて、この一年間、つたない会長挨拶をさせてもらいましたが、会
員の皆様に少しでも関心を持ってもらいたく、自分なりに努力したつ
もりです。その間、常に思いましたことは会員の皆様はそれぞれの分
野で造詣の深い方ばかり、“釈迦に説法”とはこの事かと言うことが
よく分かりました。しかし、これを気にすると挨拶が出来ません。そこ
で自分の経験したことや、専門分野の私しか知らないことを話すよ
う心がけました。それでも挨拶の中身と関係のある会員の方の顔が
見えないことをひそかに祈りました。
　挨拶の中身を振り返ってみますと、災害関連のものが多かったよ
うに思えます。犯罪性のあるものとしては、耐震強度偽装、ホテルの
不法破壊事件。JR福知山線脱線事故。ここで、またもエレベーター
死亡事件、これら全て人為ミスと言われています。安全第一、品質優
先から、経済優先、儲け第一になったのが原因であるということは
万人が認めることと思います。ではどうすべきかとなるとなかなか難
しいです。ロータリアンとして言えることは、今年度月一回、皆で唱え
ているロータリーの四つのテスト
1.真実かどうか　2.みんなに公平か　3.好意と友情を深めるか
4.みんなのためになるかどうか
　これをロータリアンの輪の中心から世の中に広げていくことでは
ないでしょうか。世の中が変わると思いますが。

ロータリー親睦活動月間
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（𠮷木洋二会場委員）
ストレッチング（梅村昌孝会場委員）
「日も風も星も」
2006～07年度R財団国際親善奨学生　都築　由佳さん
（船渡昭人親睦活動委員）

幹事報告
本日は第5回クラブフォーラムです。
次週6月29日、第1278回例会は、下期反省会
です。18時から覚王山松楓閣で行われます。
台北延平RCウェルカムパーティーにニコボッ
クスから262,664円拠出致しました。
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岡本　忠史君

高村　博三君

岩本　成郎君
嶺木　一夫君
堀　　慎治君

守谷　巌樹君

ニコボックス 渡辺喜代彦ニコボックス委員長

6月6日は妻の誕生日です。うつくしいお花、ありがとう。

本日は私の「叙勲祝いの会」を開催いただき誠にありがとうござ
います。会員各位に感謝！
今日は高村さん叙勲の祝賀会、おめでとうございます。

高村博三さんの叙勲をお祝いして
遠山さん、いろいろとお世話になりました。
ジーコジャパンの決勝トーナメント進出を祈ります。

　皆様始めまして。本日はこのような席にお招き
頂き、そして留学という非常に貴重な機会を与え
ていただき本当にありがとうございます。私は岐阜
大学で留学生の国際関係の事務をしておりまし
た。現在は市民参加を行うパブリックハーツとい
うベンチャーを運営しております。これから私はイ
ギリスの大学で社会学を勉強させて戴く訳ですが、
新しい科学技術の民衆化をする場を作る研究をしている先生が
いらしたり、サイエンスカフェという科学技術について話し合う場
を設けるなど、活動が活発になされております。9月から9ヶ月ほ
どの期間となりますが、出来るだけご報告できるようにと思って
おります。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

2006～07年度R財団国際親善奨学生あいさつ
都築由佳さん

出席報告 亀井直人出席副委員長

会員75名　出席51名  （出席計算人数55名）

出席率74.55％
6月
6月
6月

15日
8日
1日

は補填により
は補填により
は補填により

98.18％
92.73％
94.55％

※は休会・その他理由につきビジター受付はありません。
◇はサイン受付時間が17：30～18：30となります。

（注）

臨時例会変更のお知らせ
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名古屋東南
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名古屋空港
名古屋昭和

尾張中央

豊田西ロータリークラブの例会場・事務所移転に伴い、メールアド
レスが変更になります。
平成18年7月1日より
メールアドレス：tw-rc@star.ocn.ne.jp
新例会場：名鉄豊田ホテル7階
新事務所：名鉄豊田ホテル6階

メールアドレス変更のお知らせ
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今週行事 　　6月29日（木）
下期反省会

於
：
：
18時より
松楓閣

次週卓話 　　7月6日（木）

天野正明次年度幹事より2006～07年度の「ク
ラブ行事予定表」の内容と、「クラブ理事役員及び
委員会構成表」の変更点について、詳細な説明が
なされました。
＜議長＞只今次年度幹事からご説明がありまし
た件に関して、いかがでございましょうか？ご質問
がありましたら受けさせていただきます。ご承認を
頂けるのでしたら拍手でお願い致します（拍手）有難うございました。

次年度クラブ行事予定表案・次年度クラブ理事役員
及び委員会構成案について

天野正明次年度幹事より、推薦委員会規則第6条3.4.5項を本日
の年次総会にて一部改訂する旨、報告がありました。
＜議長＞只今次年度幹事からご説明がありました件に関して、ご質
問・ご意見がございましたらお受け致します。ご承認を頂けるのでし
たら拍手でお願い致します（拍手）有難うございました。

推薦委員会規則変更及び推薦小委員会設立の件

第5回クラブフォーラム 　議長：守谷会長　進行：鈴木幹事

下期反省会

　

6月23日（金）ヒルトン
ホテルにて瑞穂RC有
志による高村さん叙勲
（旭日双光章）を祝う
会が催されました。

高村博三君叙勲（旭日双光章）を祝う会

会員卓話
テ ー マ

：
：
遠山堯郎君
「会長あいさつ」

　下期を顧みまして、クラブ奉仕関係の委員会には大変よくやって
いただいたと思っております。特に親睦活動委員会の伊藤委員長に
はいろいろなアイデアを出していただき、楽しい家族会も出来まし
た。残念だったのは、長期ビジョンへの提言が出来なかったことが
心残りです。

クラブ奉仕委員会：岩根敬泰委員長

　委員長からは特に何も聞いておりません。出席率向上のため
に、メイキャップを積極的にしていただきたいと思います。

出席委員会：亀井直人副委員長

　本年度の新入会員2名の分類を規定細則により選定致しまし
職業分類委員会：高村博三委員長

　今年度は入山治樹君と梅村昌孝君の2名が入会されました。
会員増強委員会：松波恒彦委員長

　下期2名を選考し、無事入会されました。
会員選考委員会：稲葉徹委員長

　本日までにウィークリーを44回発行致しました。皆様ご購読あ
りがとうございました。残りあと2回となりましたが、最後までがん
ばりたいと思います。これまで欠号無く発行できましたのも、皆様
のご協力の賜物と感謝申し上げます。

クラブ会報委員会：長坂邦雄委員長

　創立記念例会やI.D.M等途中退席される方が大変多く、反省す
べき点と思っております。家族旅行に関しましては、85名と多数
ご参加をいただきよい結果に終わったと思っております。次週、松
楓閣にて最後の反省会を行います。途中退席のないようにお願い
申し上げます。

親睦活動委員会：伊藤豪委員長

　おかげさまで無事全て終了することができました。ありがとうご
ざいました。

プログラム委員会：平野哲始郎委員長

　今年度少しでも皆様に「ロータリーの友」をご愛読いただける
よう、目次等のご案内をいたしました。最後の仕事として、次週新
入会員の研修会が残っております。出来るだけスムーズに研修会
を行えるように努力したいと思います。

R情報委員会：大島浩嗣委員長

　日頃、例会運営にご協力いただきましてありがとうございます。
反省点は、会長挨拶や幹事報告を抜かしてしまうことがありまし
たが、おおむね無事に終わりそうです。前後半各1回カレービュッ
フェを実施致しましたが、まだ皆様のご意見を伺っておりません
ので、好評であったかどうか分からないところであります。

会場委員会：西本哲委員長

　下期は地域功労者表彰ということで、今年度は熱田警察署の
方2名を表彰致しました。今年度は月に1回「四つのテスト」を実
施致しましたが、皆様のご協力で無事行うことが出来ました。1年
間ご協力ありがとうございました。

職業奉仕委員会：田中隆義委員長

　当クラブは主に寄付をする事が社会奉仕活動となっておりま
す。その他、地域に貢献できる提案がなかなか出来ず、反省をして
おります。次年度は市内23のクラブで行っている共同事業の幹事
クラブとして、社会奉仕委員長会議の主催を行うことになってお
ります。宜しくお願い致します。

社会奉仕委員会：高須洋志委員長

　今年は7つの熱田区の小学校にホタルの幼虫飼育にご協力を
いただきました。5月の天候不順のため、観賞会が6月となりまし
たが、雨にもかかわらず多数ご参加いただき、楽しい会となりまし
た。2年後のホタルの件について諸問題が話し合われております
が、次年度の委員長に頑張っていただきたいと思います。

環境保全委員会：田中政雄委員長

　名古屋市公会堂で行われましたイベントでは、平野委員長がお
話しをされたと伺っております。また次回委員長よりご報告をいた
します。

新世代委員会：岩本成郎副委員長

　名古屋熱田RACは今年度の7月に地区年次大会を開催致し
ました。当クラブ会員においては、全員登録に近い形でご協力い
ただきました。また月2回のRACの例会にはほぼ予定通りご参加
いただきました。都合で参加できなかった会員の方には、来年度
是非ともご参加いただけますよう宜しくお願い致します。

ローターアクト委員会：長瀬憲八郎委員長

下期は台北延平RC29周年記念式典に参加致しました。また去
る5月24日には台北延平RCの方がお越しになり、当クラブ会員
24名が参加しウェルカムパーティーを催しました。

国際奉仕委員会：加納裕委員長

　今年は地区から「あなたも毎年100ドルを」のキャンペーンが
始まり、皆様から会費に100ドルを加えて頂いております。今年1
年ありがとうございました。

R財団委員会：岩崎道夫委員長

　米山奨学生の金君が今年無事博士号を取得し、奨学生を終了
致しました。会員の増田さんには大変お世話になり、この場を借り
て御礼申し上げます。

米山奨学委員会：田中英雄委員長

　今年度初めて長期ビジョン委員会が出来、5回委員会を開催
致しました。そのまとめは委員の皆様にお渡しすると同時に、次年
度の遠山会長、天野幹事にも提出しました。少しでもお役に立て
れば幸いです。今年度早速、推薦委員会の変更と推薦小委員会の
創立を取り入れて頂きました。引き続き次年度も開催と言うこと
で、もう一歩進めた形で長期ビジョン委員会を開催できればと
思っております。この1年本当にありがとうございました。

長期ビジョン委員会：大島浩嗣委員長

　今年度はご協力ありがとうございました。残念なことに昨年の
実績より下回っております。残すところ1回反省会があります。皆
様にご協力をお願い申し上げます。

ニコボックス委員会：渡辺喜代彦委員長
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