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創立30周年記念式典

会： 馬場將嘉会場委員長

唱：「君が代」
「奉仕の理想」
「台湾國歌」

名古屋瑞穂RC創立30周年記念式典
会場：ヒルトン名古屋5階「銀扇の間」

創立30周年記念式典スケジュール

司会：馬場將嘉会場委員長 アシスタント：佐野瑛厘
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開会の辞

本多清治委員長
増田盛英会長
増田盛英会長

本多清治30周年記念実行委員長

ただいまより名古屋瑞穂RC創立30周年記念式典を開催致し

ます。皆さん、
どうぞよろしくお願い致します。

会長挨拶

増田盛英会長

本日、名古屋瑞穂RC創立30周年記念式典
を開催するにあたり、R.I.第2760地区西名古
屋分区の草野勝彦ガバナー補佐、盛田和昭パ
ストガバナーはじめ、地区関係者、市内RC会
長幹事の皆様、姉妹提携先の台北延平RC、
国内友好クラブの福岡西RC、札幌手稲RC、
台北延平RCの姉妹提携クラブであります
茅ヶ崎湘南RCの各会長はじめ会員の皆様、
ご家族の皆様にご臨
席を賜り誠にありがとうございます。
そして久しぶりにお会いする
元会員と事務局員の皆様、
お出かけいただきありがとうございま
した。
当クラブは、1980年1月10日に名古屋南RCを親クラブとし
て、特別代表には今は故人となられました岩田玖也氏のもと、34
名のチャーターメンバーで市内12番目のクラブとして誕生し、
同
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年1月21日に国際ロータリー加盟の承認をいただきました。
その
時のキーマンは、体調を崩され退会されましたが、本日ご出席の
吉田正美さんです。現在当クラブは会員数67名、
チャーターメン
バーは9名おります。
当クラブには、5年先10年先のあるべき姿を
検討し、理事会に提言する長期ビジョン委員会があります。本年
度は髙村博三委員長以下13名の委員がその任にあたっていま
す。
そして、
いまや遠山堯郎地区新世代委員長以下7名の地区出
向者をR.I.第2760地区に派遣することの出来るクラブとなりまし
た。
これもひとえに歴代会長幹事はじめ会員の皆様、先輩各位、
関係各位のご指導、
ご支援の賜物と深く感謝いたす次第であります。
今年度の国際ロータリー、
ジョン・ケニー会長の方針は、
「ロー
タリーの未来はあなたの手の中に」
です。
この方針は
「将来のロー
タリアンの会員増強と教育は現在の会員の責任です」
という意味
が込められた内容だと考えます。私は30年の歴史を振り返ること
で、会長スローガンとして
「原点を見直そう」
としました。
昨年8月のクラブフォーラムで、髙木勝幹事を中心に定款細則
の解説を行い、会員の理解を得ることが出来ました。
また、本年3
月には稲葉徹クラブ奉仕委員長を中心にI.D.M.を開催し、会員か
ら多くの活発な発言が寄せられ、
すばらしいI.D.M.になったと自負
しています。理事、役員を始め会員各位の絶大なご協力、
ご指導に
感謝いたします。
名古屋瑞穂RCは30年の節目を迎え、40年、50年と次なる飛
躍に向けて発展することが責務でございます。
のちほど本多清治
30周年記念実行委員長より発表がありますが、本年度は多数の
記念事業を手がけてまいりました。
その一環として私達名古屋瑞
穂RCは本年1月、
ポリオワクチンの投与のためインドへ会員と家
族の6名、R.I.第2760地区からも12名、
そしてR.I.2830地区（青
森県）関場慶博パストガバナーのご尽力で、他地区からの参加を
含め、総勢36名でワクチン投与に行って参りました。
この36名の
中には、本日ご出席いただいております当地区の斉藤直美パスト
ガバナーにもご参加いただきました。
ありがとうございました。
私が小学生のころは、時々ポリオの子供を見かけました。実に
悲しい病気です。今日、
日本では見かけることはありません。ポリ
オは撲滅したのであります。ポリオを発病しなかった私たちは本
当に幸せでありました。現在もインド、
アフガニスタン、
ナイジェリ
ア、
パキスタンの4カ国にはポリオで苦しんでいる子供たちがいま
す。
さらに最近27ヶ国で再発したという情報があります。
ポリオ撲
滅は私たち国際ロータリーの悲願であります。R.I.第2760地区の
ロータリー財団委員会は次年度もワクチン投与を実施すべく深
谷友尋委員長を中心に計画を進めております。参加することがこ
の意識を更に高めるものだと私は信じております。皆様からの積
極的な参加を是非お願い申し上げます。
最後にこの記念行事の計画実行に際し、
ご尽力いただきました
本多清治実行委員長はじめ委員会メンバー、会員の皆様並びに
関係各位に心より敬意、感謝を申し上げご挨拶とさせていただき
ます。
ありがとうございました。

ニコボックス

松岡道弘ニコボックス委員長

・創立30周年式典の開催にあたり多くの皆様より御祝儀をいただ
いております。一部ご芳名を発表させていただきます。

R.I.2760地区西名古屋分区草野勝彦ガバナー補佐
盛田和昭パストガバナー
加納泉パストガバナー
神戸政治パストガバナー
内藤明人パストガバナー
斎藤直美パストガバナー
片山主水パストガバナー
R.I.3480地区台北延平RC
R.I.2700地区福岡西RC
R.I.2500地区札幌手稲RC
R.I.2780地区茅ヶ崎湘南RC
名古屋RCはじめ市内24RC
その他多くの皆様から御祝儀をいただきました。
ご芳名につきま

しては会報に掲載させていただきますのでよろしくお願い致します。
・30周年を祝い、今後増々発展する事を祈念します。
春日 良平さん

・今年度下期休会し、皆さまにご迷惑お掛け致しております。今日は
関係者の皆さまにお世話になります。

田口

周年、
50周年を楽しみにしております。

平野哲始郎さん

豊さん

・もう30年、
やっと30年、
これからもっともっと長く年月が続き、40
30周年をお祝いして。
大島 浩嗣さん 髙村 博三さん
・
伊藤
豪さん 渡辺喜代彦さん
稲垣
豊さん 江口 金満さん
鈴木 圓三さん 入江
理さん
市岡 正蔵さん 鈴木 淑久さん
近藤 雄亮さん 田中 政雄さん
稲葉
徹さん 岡本 忠史さん
佐藤 善乙さん 岩本 成郎さん
出席・ニコボックス委員会一同

𠮷木
田中
森
大川
宗宮
岩田
松井

洋二さん
隆義さん
恒夫さん
嘉成さん
信賢さん
吉廣さん
善則さん

として貴クラブが創立された1980年頃は、1979年の第２次石
油ショックの影響から脱していない状況であり、国内金利は上昇

し円安ドル高基調の低成長経済時代でありました。
その後1985

年のプラザ合意以降円高基調に転じ、超低金利政策の下でバブ

ル経済が発生し、
日本経済全体が活況を呈していました。
またそ

れが弾けた後のことは皆様の記憶に新しいところであります。
リー

マンショック、最近ではギリシャの財政問題など目まぐるしく変

わった経済環境の中でのロータリー活動は様々な困難があった

ことと思います。

しかしそのような中で友愛と奉仕の精神に基づいた活動を続

けられ、
ロータリーの輪を着実に広げ幾多の成果を上げておられ

ることは会員の皆様の並々ならぬご努力の賜物であると思いま
す。特に
「ポリオ撲滅」
「 名古屋熱田RAC」活動支援や
「ホタル飼
育事業」
に取り組まれてきたことは、地域社会に密着した積極的

な奉仕活動の展開であり、若い世代への深い関心と環境保護へ

の貢献には素晴らしいものがあります。

経済環境が激変している今、RC全体の課題として積極的なク

ラブ活動と真の奉仕の実践が求められています。

その中で名古屋瑞穂RCは
「原点を見つめ直そう」
を増田会長

のスローガンのもとに、
ロータリー活動の原点を見つめ直しなが

らの更なるご発展、
ご活躍が期待されるところであります。

最後になりましたが、貴クラブ創立30周年にあたり、会員各位

のご健勝を祈念致しまして祝辞とさせていただきます。

台北延平RC 林春年会長

貴クラブ創立30周年記念につき、台北延

平RCを代表して衷心からお祝いを申し上げ

ます。

貴クラブの皆さまは社会のエリートとして

来賓祝辞

R.I.第2760地区で常に大きな役割を果たし

R.I.第2760地区 草野勝彦ガバナー補佐

名古屋瑞穂RCの創立30周年式典の開催に当たり一言お祝辞

申し上げます。

名古屋瑞穂RCは1980年1月、名古屋南RCをスポンサーとし

て誕生されました。
そしてそれから30年、熱田神宮の存在する熱

てきました。今年度も増田会長の英明なご指
導の下で各界が肯定するクラブ奉仕計画と貢

献をたくさん完成なさっています。
まさに私共が学ばなねばなら

ないものです。

貴我両クラブは姉妹提携を締結して既に23年が経ちました

田区と文教地域である瑞穂区を中心に、67名の会員を擁する第

が、
お互いの友情は益々堅固で揺るぎなきものになっています。今

ございます。
これもひとえに、皆様方のクラブに対する熱い思いと、

でチームを組み、
この盛会に参加させていただきました。貴クラブ

地道なクラブ運営、地域に密着した社会奉仕や環境保全活動の

じます。貴クラブの盛大なご歓迎と情熱のこもったご歓待に再度

ます。特に、
ポリオ撲滅実施のためインドでポリオワクチンの接種

最後になりますが、貴我双方の友情が深まり、永遠に続くよう

2760地区でも有数のクラブに成長なさいました。誠におめでとう

本年度の会長スローガン
「原点を見つめ直そう」
の方針のもとに、
賜物だと思っています。
また国際奉仕も積極的に活動されており
活動など精力的に実践されていることに深い敬意と感謝を表した

いと思います。

貴クラブは名古屋大須RCに所属している私にとりまして
「兄貴

分」的存在であります。私の前の西名古屋分区ガバナー補佐が貴

クラブの近藤雄亮さんであったからです。私は近藤さんからガバ

ナー補佐の役割やI.M.についてご指導を受け、
そのおかげで何と

かここまでやってくることができました。非常に感謝しております。

また、大須RCクラブとしても貴クラブには
「兄貴分」的存在として

年貴クラブの創立30周年にあたり、私共は非常に楽しい気持ち

のお慶びをお祝いし、
シェアさせていただけること、誠に光栄に存
心から感謝申し上げます。

祈念し、貴クラブの益々のご隆盛とメンバー全員及びご家族の皆

様のご健康とご多幸をお祈りして、私のお祝いの言葉とさせてい

ただきます。
どうもありがとうございました。

記念事業の報告

本多清治30周年記念実行委員長

30周年記念事業を報告させていただきま

す。増田会長が会長に就任されたとき
「どうし

ても、
インドへ行ってポリオ撲滅活動を行いた

ご指導賜りたいと、
この場を借りてお願い申し上げます。

い」
との強い希望があり、記念事業の一番目

しています。会長様はじめ、皆様方の益々のご健勝を祈念して、
お

して、会長自らお正月明けの忙しい時期に現

40周年・50周年に向かって、益々ご発展されることを期待いた

祝いの言葉とします。本日は誠におめでとうございます。

名古屋南RC 簗瀬悠紀夫会長

名古屋瑞穂RCが創立30周年を迎えられたことを心よりお慶

び申し上げます。誠におめでとうございます。

この30年を振り返ってみますと、
私達名古屋南RCをスポンサー

にこの項目を持ってくることになりました。そ

地へ赴き、ポリオのワクチン投与活動を行い

ました。
これからも引き続きR.I.第2760地区のご支援を賜ること
になっております。本日ご出席の皆様方もどうぞご支援いただき

ますようお願い致します。なお、その他の記念事業につきまして
は、
プログラムをご覧ください。

記念事業目録贈呈式

来賓祝辞

名古屋瑞穂RC創立30周

R.I.第2700地区福岡西RC 小宮山荘太郎会長

年記念事業として、特定非営

利活動法人ハンガー・フリー・

ワールド、熱田神宮、熱田区

内の7小学校、財団法人日本

障害者スポーツ協会・日本パ

ラリンピック委員会、ロータ

リー財団、米山記念奨学会に記念事業目録を贈呈いたしました。

チャーターメンバー表彰
チャーターメンバーの岩田吉

廣さん、宇佐美貞夫さん、大川嘉

成さん、春日良平さん、佐藤善乙

さん、髙村博三さん、野崎洋二さ
ん、本多清治さん、嶺木一夫さん

に記 念バッジが 贈 呈されまし

た。

ホームクラブ26年100%出席表彰
26年間ホームクラブに

100%出席されている田中

R.I.第2510地区札幌手稲RC 福尾俊太郎会長

隆義さんに記念バッジが贈
呈されました。

名古屋瑞穂RC創立30周年記念祝賀会
会場：ヒルトン名古屋5階「金扇の間」

創立30周年記念祝賀会スケジュール

司会：平野好道親睦活動委員長 アシスタント：佐野瑛厘

18：20 開宴

開宴の挨拶
来賓祝辞

増田盛英会長
小宮山荘太郎福岡西RC会長
福尾俊太郎札幌手稲RC会長

18：40 乾杯

盛田和昭RI第2760地区パストガバナー

アトラクション

日台歌の交歓
「北国の春」

20：15 ロータリーソング斉唱
閉会の辞

近藤茂弘ソングリーダー
田中政雄副会長

20：20 閉会

開宴の挨拶

名古屋瑞穂RCの皆様、創立30周年を迎
えられたことを心からお祝いを申し上げま
す。私どもは18年前の平成４年より貴クラ
ブと友好クラブ提携をし、以後毎年相互に
訪問し友好を暖めて参りました。
RCは時にはクラブ内のみの活動になっ
たり、所属する地域に限定された活動に
なったり視野の狭い活動になりがちですが、
日本の中央の名
古屋に友好クラブがあることで、私どもも視野を広げてRC活
動に参加できる様になってきました。特に本年は3月と4月に
貴クラブから、大勢でわがクラブを訪問下さり、友好を暖めて
親しく話し合う機会を得て視野を広くすることが出来ました。
私どもは誠にありがたいことと感謝致しております。
この度は私たちは約20名でお祝いにかけつけました。30
周年のお祝いが何が良いか考え、博多人形をお持ちしまし
た。永く友好の印としてお持ちいただければ幸いと思います。
どうか今後とも友人同士友好クラブとして末永くご指導お付
き合い下さいますようお願い申し上げます。

増田盛英会長

先ほどの式典では、長時間お付き合い頂
きありがとうございました。
これからは、
祝賀
会です。
宜しくお願い申し上げます。
ご紹介したいロータリアンがいらっしゃい
ます。式典では、国内友好クラブの福岡西
RCの一員としてご紹介しましたが、福岡西
RCに所属していらっしゃいますR.I.第2700
地区の廣畑富雄パストガバナーでございま
す。
（拍手）廣畑パストガバナーは、皆様ご存知の通り、R.I.第
2760地区の地区大会の際に、
「ロータリーミーティング」
で
お話をしていただきました。
「ロータリーの心と原点」
（Back to
Basics）
を強調された素晴らしい内容のお話でした。廣畑パ
ストガバナー著書の
「ロータリーの心と原点」
を当クラブの全会
員に配布致しました。
さて、
ただいまからは祝宴であります。30周年記念実行委
員会で色々と企画しております。
どうぞ十二分にお楽しみ頂き
たく存じます。

名古屋瑞穂RCの皆様、貴クラブ創立30
周年、誠におめでとうございます。心からお
祝い申し上げます。本日は札幌から6名で
やって参りました。
名古屋にやって参りましたのは5年ぶり
です。5年前の25周年記念式典の時は、愛
知万国博覧会を1日ご案内頂き丁重なもて
なしを頂きました。大変良い思い出になっております。
名古屋瑞穂RCとは周年事業が重なっておりまして私ども
は今年6月に40周年を迎えます。記念式典を6月24日に行い
ますのでぜひ皆様のご参加をお待ちしております。
このように
今後も40年50年と友好関係を続けていけますことを願って
おります。札幌は今ちょうど春の盛りです。桜や梅の花が一度
に咲く良い季節になりました。6月になると初夏という感じに
なりますが、
ゴルフや札幌名物すすきので皆様をお待ちしてお
ります。
最後に増田会長はじめ会員皆様のご健勝と、貴クラブのま
すますのご発展をお祈り申し上げて、お祝いの言葉とさせて
頂きます。

乾杯

R.I.第2760地区 盛田和昭パストガバナー

今ロータリーの会員数は減りつつあ
ります。
なぜかというと、
ロータリーが大
きくなるにしたがってR.I.が面倒くさい
規 則をたくさん作り始めたからです。
ロータリーを創設したポール・ハリスは
「あなたはなぜロータリーを作ったの
か」
という問いに対して「友達を作りた
かったから」
と答えたそうです。皆さん是
非いい友達をたくさん作ってください。私がガバナーの時のガ
バナー方針は「エンジョイ・ロータリー」でした。私はこれが
ロータリーの永遠のテーマだと思っております。
それでは創立30周年を迎えた名古屋瑞穂RCに心からお
祝い申し上げ、益々の発展を祈念するとともに、本日お集まり
になられた皆様のご健勝を祈りまして乾杯。

アトラクション
「北国の春」
日台歌の交歓・

台北延平RCと名古屋瑞穂RC各5名ずつの会員の方によ
り歌の交歓、
また全員で
「北国の春」
を合唱しました。

歌の交歓では、拍手のより多かった台北延平RCに増田盛
英会長よりプレゼントが贈呈されました。

式典・祝賀会風景

手に手つないで

ソングリーダー 近藤茂弘さん

ソングリーダー近藤
茂 弘さん指 揮 のもと、
「手に手つないで」を合
唱しました。

閉会の辞

田中政雄副会長

田中政雄副会長より閉会の挨拶をしていただき、
盛況のうちに閉
会となりました。

例会のご案内
■今週の卓話

5月27日(木)

■次週の卓話

6月3日(木)

■次々週卓話

6月10日(木)
会員卓話：遠山堯郎地区新世代委員長
テ ー マ：2010年4月25日
RI規定審議会と新世代奉仕

卓話講師：三菱レイヨンクリンスイ
（株）
代表取締役社長 芝塚全功さん
テ ー マ：人工炭酸温泉
卓話講師：元プロ野球投手 金田留広さん
テ ー マ：本当にあったプロ野球の裏話

