
　皆さんこんにちは。今年度の名古屋瑞穂
RC会長を拝命いたしました田中隆義と申し
ます。どうかよろしくお願いいたします。まず
は、増田盛英直前会長、1年間御苦労さまで
した。今の晴 し々たお顔を拝見すると、羨まし
く思います。
　今年の暦は7月1日が木曜日、来年6月30
日も木曜日で例会は47回を予定し、1年365
日間、ロータリーのお付き合いをお願いすることになります。そし
て今日は年度初めでこの後、新入会員の入会式など多くの行事が
控えています。後ほどの卓話の時間に改めてご挨拶させていただ
くこととして、ここでは自己紹介をさせていただきます。
　私は、昭和59年に名古屋瑞穂RCに入会いたしました。職業分
類は皮膚科医です。現在、名古屋駅前のビルの中で皮膚科医院を
開院しています。仕事の関係上、会長職のような大役はお引き受
けできませんとお断りしましたが、「お前ができない時は、副会長
に任せればよいから」とのご了承を得て、お引き受けすることとな
りました。歴代会長の中で、一番我儘な会長と思いますが、どうか
お許しをいただきますようお願いいたします。
　浅学非才のため、皆様にご迷惑をおかけすることが多いかと思
いますが、平野哲始郎副会長、加納裕幹事をはじめ役員、理事、
会員皆様のご指導、ご協力をいただき、1年間会長職を務めたい
と存じますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

バッジ、記念品伝達式
　増田直前会長より田中新会長へバッジの伝達、髙木直前幹事よ
り加納新幹事へバッジの伝達が行われました。また、新会長・新幹
事より直前会長・直前幹事へ記念バッジの贈呈が行われました。
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岩田修司会場委員長
「君が代」「奉仕の理想」
野崎洋二さんのゲスト：川田きし江さん
野崎洋二さんのゲスト：吉田隆幸さん
ハンガー・フリー・ワールド 
ウガンダ支部事務局長：バッテ・フレドリックさん
ハンガー・フリー・ワールド 開発事業部
ウガンダ支部担当：吉田千代子さん

クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」

会長挨拶 田中隆義会長

　7月1日より鈴木健司さんと鶴田浩さんが新入会員として入会
されることになりました。お二人は所定の手続きを経た後、理事
会・会員の承認を得て本日より名古屋瑞穂RCの一員となりまし
た。拍手でお迎えください。

　鈴木さんは私の親戚筋で、何十年も前からの知り合いです。仕
事上の関係ではないので会う機会も少なかったのですが、年を取
りまして法事などのお付き合いが増えて参りました。住まいは熱
田区夜寒町という大変古く落ち着いた町です。仕事場は自宅のお
隣にあります。職業は農薬の卸売業です。どうぞよろしくお願い致
します。

新入会員紹介

鈴木健司さんの推薦者：髙村博三さん

　鶴田さんは大学卒業後すぐうちの会社に入社しましたが、しば
らくして休職し1年ほど世界一周されてまた戻ってこられました。
そして10年ほど前に当社を退職され、ご自分でリアル・スタイルと
いう会社を設立し頑張っておられます。仕事内容は雑貨・建築・管
理など色々なことをされており、ちょっと変わった感じの面白い人
間です。ロータリーにはピッタリではないかと思いますのでよろし
くお願い致します。

鶴田浩さんの推薦者：加納裕さん

　只今つけさせていただきましたバッジは、ロータリアンであると
いう誇りと、奉仕をさせていただくという謙虚な心で着用すること
になっております。名札は会員、ビジター、ゲストにあなたの氏名
を覚えていただくのに役立ちます。

バッジ・名札授与：田中隆義会長

　事務局より新入会員のお二人に花束が贈呈されました。
花束贈呈
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野崎　洋二さん
岩田　吉廣さん

髙須　洋志さん

加納　　裕さん

増田　盛英さん

髙木　　勝さん

本多　清治さん

鈴木　淑久さん

鈴木　健司さん

鶴田　　浩さん
八木沢幹夫さん

松波　恒彦さん

岡本　忠史さん
髙村　博三さん

松岡　道弘さん

亀井　直人さん

平野哲始郎さん

松井　善則さん
佐藤　善乙さん

岩田　修司さん

岩本　成郎さん
大島　浩嗣さん

布目　　徳さん

𠮷木　洋二さん

近藤　茂弘さん

3）本日私のゲストとして川田きし江さん、吉田隆幸さんをお迎え
して。
7月7日（株）大成創業50周年を祝して。
前年度増田会長・髙木幹事ご苦労様でした。ご活躍に敬意を表し
ます。本日より田中・加納年度がスタートします。一年間宜しくお
願いします。
本年度幹事を仰せつかりました加納です。一年間宜しくお願いい
たします。
1）田中隆義新会長、加納裕新幹事の船出を祝して。
2）6月24日には本多さん、遠山さん、髙須さん、平野（哲）さん、加
納さん、馬場さん、鈴木（淑）さん、札幌手稲RC40周年記念式典
にお出掛け頂きありがとうございました。
1年間会員の皆様のご協力を得まして何とか無事幹事の職を終え
ることが出来ました。ありがとうございました。田中隆義会長、加
納裕幹事ガンバレ！！
増田前会長ご苦労様でした。田中新会長にはこれから1年間のご
活躍をお祈りします。
本年度も皆様よろしくお願いします。30周年記念実行委員の皆
様、今晩よろしくお願いします。
本日からお世話になります。よろしくお願いします。

今日から名古屋瑞穂RCでお世話になります。皆様よろしく御願い
致します。
今年度もよろしく。
田中会長、加納幹事、岩田会場委員長、頑張って下さい。

伊藤豪さん、名古屋商工協同組合協力会の理事長に就任、おめで
とうございます。
澤田さん、念願叶っておめでとう。
新年度が始まりニコボックス委員の方ご苦労さまです。よろしくお
願いいたします。
本年度もニコボックスご協力宜しくお願いします。

いよいよ新年度が発足しました。副会長としての私もよろしくお願
いします。
いよいよ田中丸の船出です。1年間頑張って下さい。

田中さんの会長就任を祝して。
本日より会場委員長に任命されました。1年間よろしくお願いしま
す。
田中会長、加納幹事の門出を祝して。1年ご苦労様。

田中会長、加納幹事の門出をお祝いして。
一年間宜しくお願い致します。

7月15日は家内、7月25日は私の誕生日です。
田中丸の出航を祝して。又、今月は家内の誕生日です。

6月26日の妻の誕生日にきれいなお花ありがとうございました。

宗宮　信賢さん　稲垣　　豊さん　長坂　邦雄さん
渡辺喜代彦さん　長瀬憲八郎さん　岡村　達人さん
遠山　堯郎さん　田中　政雄さん

ニコボックス 亀井直人ニコボックス委員長

・

・

・

田中　隆義さん

鈴木　圓三さん

本年度会長の大役を仰せつかりました。会員皆様の御協力、御支
援をよろしくお願いいたします。
株式会社大成創業50周年おめでとうございます。今後ますますの
ご発展を祈念申し上げます。また2010年～11年度田中隆義・加
納裕丸の船出を祝して。
1）田中会長、加納幹事の前途を祝し名古屋瑞穂RCの発展を祈
ります。
2）本日ハンガー・フリー・ワールドのバット・フレデリックさん、吉
田千代子さんをお迎えして。

会員63名　出席52名  （出席計算人数50名）

出席率　86.7％ 6月24日は補填により 96.5％

出席報告 亀井直人出席委員長

　こんにちは。鶴田浩と申します。会社を創
業してまだ9年という若輩者ですので、これ
から皆様にご指導ご鞭撻いただかなくては
ならないと思っております。仕事は、メ～テ
レの向かいに大正13年に建てられた建物
をリノベーションしたインテリアショップを
経営しております。また天白区鴻の巣のゴ
ルフ練習場の近くと仙台にも店舗があり、
小物・家具・インテリア全般を提案をさせ

ていただいております。他にはリフォームや建築設計など多岐に
渡ってやっております。趣味はほとんどないのですが、NPO法人メ
イド・イン・ジャパン・プロジェクトというものを主催しております。
10年後の日本のモノづくりのためにという大義を抱えて全国展
開していきたいと思っておりますので、こちらも皆様にご協力いた
だければと思います。これからお世話になりますが、よろしくお願
いいたします。

鶴田浩さん挨拶

　鈴木健司と申します。本日より皆様にお
世話になります。
　7年前に亡くなりました父が生前名古屋
瑞穂RCの皆様に大変お世話になりました
のでこの場を借りてお礼申し上げたいと思
います。父が亡くなったときにもお誘いいた
だいたのですが心が動揺しており余裕がな
かったためしばらくご遠慮させていただい

ておりました。昨年7回忌が終わり、再度髙村さんにお誘いいただ
き今回入会させていただくことになりました。仕事は農薬の卸売
業ということで愛知、岐阜、三重を中心に販売させていただいてお
ります。色々お世話になりますが宜しくお願いします。

鈴木健司さん挨拶

乾杯
　先程会長のお話にありましたように今年度は7月1日に始まり6
月30日に終わる全47回の例会ということで、非常に幸せな会長・
幹事です。お二人とも頑張り甲斐があると思います。
　来年の11月19日には地区大会のホストが回って参ります。その
時は髙須会長年度になるわけですが、この田中会長年度は色々な
企画をし決定していく大事な年ですので、皆様の御協力を御願い
したいと思います。それでは、田中会長・加納幹事の船出を祝うと
共に、名古屋瑞穂RCの益々の発展、そして本日お越しの皆様のご
健勝とご多幸をお祈りいたしまして乾杯！

増田盛英直前会長



　最初に私たちがウガンダと縁を結んだのは、バッテ・フレド
リックさんの卓話がきっかけです。それによりウガンダの小学
校設立に至りました。当時フレドリックさんは東京のNPOの
ハンガー・フリー・ワールドにおいでになりましたが、その後ウ
ガンダにお戻りになり、私と大島さんがウガンダにお邪魔した
際は首都カンパラで所長をされており大変お世話になりまし
た。それから5年ほどになりますが、本日はわざわざウガンダ
からお越しいただき、吉田千代子さん共々例会に参加してい
ただきました。ありがとうございます。

幹事報告
本日18時より「蓬莱軒本店」にて30周年記念実行委員会懇親
会を開催致します。
次週7月6日(火)18時より「ウェスティンナゴヤキャッスル」にて
松前ガバナーエレクトと地区大会ホストクラブとの懇談会が開
催されます。
次週7月8日(木)13時40分よりヒルトン名古屋9階「ことぶきの
間」において第1回クラブアッセンブリー及び理事会を開催致し
ます。
中川啓二朗さんの追悼ウィークリーが出来上がり本日メール
ボックスにお入れしてありますのでご覧ください。

・

・

・

・

加納　裕幹事

お礼の言葉・絵本寄贈
バッテ・フレドリックさん紹介：野崎洋二さん

　米山記念奨学会より、名古屋瑞穂RC創立30周年事業の
寄付に対して感謝状をいただきました。

米山記念奨学会より感謝状

　本日私のゲストとしておいでいただいている川田きし江さ
んは、日本画家でいらっしゃいます。川田先生は世界を歩き回
り色々な民族の風景画なども描かれております。先生は描か
れた絵本を各国の言葉に翻訳し寄贈されており、その絵本を
是非ウガンダの小学校にということで、本日ご本人からフレド
リックさんに直接お渡しいただくことになりました。よろしくお
願い致します。

川田きし江さん紹介：野崎洋二さん

　ウガンダ、特に名古屋瑞
穂ロータリー記念小学校
からのご挨拶の言葉を申
し上げます。
　皆様の御支援に大変感
謝しております。皆様の貢
献により本当にこの地域
の子供たちは変わり、多く
の子供たちが将来に希望
を持つようになりました。
学校は住民たちの手で自
立して運営されています。
彼らはこの学校をこの地
域だけでなくウガンダ全
体のモデル校となるよう
に努力しております。生徒数も増え続け400人を超えようとし
ています。それは住民がこの学校に対して深い信頼を抱いて
いる証だと思います。
　そして皆様が現在、ウガンダのRCと協力して教員の宿舎を
建てる事を計画しているとお聞きし、それに対しても非常に感
謝しております。教員用の宿舎というのは農村部の学校では
非常に少なく、稀なものです。優れた学校のほとんどに教員用
宿舎が設置されています。優秀な先生を確保するためには、
先生方が快適に過ごすことのできる宿舎が必要です。また、皆
様が30周年記念事業としてご寄付くださいました太陽光発
電装置ですが、そのニュースを住民たちに伝えたところ喜びの
あまり声も出ないほどでした。装置のおかげでこの地域で電
気を持っている唯一の学校になりました。子供たちは放課後
学校に残って宿題をすることができるようになりました。そし
て、30周年記念事業としていただいた印刷機により毎月試験
を行うことができるようになりました。学力の向上につなが
り、特に先生方が大変喜んでおります。現在は、遠くから通って
くる生徒のための寄宿舎を作ろうという動きがあります。
　皆様のご寄付により本当に素晴らしいものができたと誇り
を持って申し上げることができます。ありがとうございました。

バッテ・フレドリックさん挨拶（通訳：吉田千代子さん）

　はじめまして、川田でございます。本日は
ゲストとしてお招きいただきありがとうご
ざいました。私は今まで主人の仕事の関
係で取材について海外へ出かけ、少数民
族を訪ね、お世話になった方に手作りの
絵本をプレゼントしてきました。このたび
ウガンダの方との出会いがあり、絵本をウ
ガンダ語に翻訳していただきました。野崎

先生から、名古屋瑞穂RCがウガンダに小学校を寄付された
という話をお聞きしました。手作りですので大量にはできませ
んでしたが5冊プレゼントさせていただきす。どうもありがとう
ございました。

川田きし江さん挨拶

　会長挨拶としまして、名古屋瑞穂RCの年度方針及び活動
計画をお話させていただきます。
　今年度のRI会長はレイ・クリンギンスミス氏です。アメリカ
のミズーリ州ご出身で弁護士をされています。若い頃はロータ
リー奨学生として南アフリカに留学された経験があります。
1961年よりロータリアンとして活躍され、今年度RI会長とな
られました。今年度のテーマは、
　「地域を育み、大陸をつなぐ」
です。今までのテーマのほとんどがロータリアンだけに呼びか
けるもので、ロータリアン以外の人々を対象としていないのに
対し、彼は
①ロータリアン以外の人々にロータリーの目的を説明すること。
②ロータリアンに自分たちの活動の意義を再確認してもらうこと。
という二つの目標を満たす簡潔なテーマを考えて決定したと
いうことです。強調事項としては、
・ポリオの撲滅
・青少年プログラムの推進
・人道的プロジェクトの推進（平和と紛争の予防/紛争解決・
疾病予防と治療・水と衛生設備・母子の健康・基本的教育と

卓話
会長挨拶

田中隆義会長



識字率向上・経済と地域社会の発展）
を掲げました。

　今年度の第2760地区ガバナーは田嶋好博氏です。名古屋
北RCのご出身でRI会長と同じく民事弁護士をされています。
今年度のガバナー方針は
　「クラブに夢と活力を」
ということです。そしてその中に
　1)毎日が職業奉仕　
　2)ITの活用　
　3)メークアップは例会に出席して
という3つの項目を述べられています。
　
　次に今年度の私の活動計画を申し上げます。
　名古屋瑞穂RCは、前年度の5月に創立30周年を迎え、これ
から40年、50年と新しい時代に向けて歩み始めます。先輩方
に築いていただいた名古屋瑞穂RCの輝かしい歴史と良き伝
統を継承し、更に新しい目標に向かって挑戦し、前進すること
が現在の会員の努めだと思います。
　そして今年度の方針としては
①「ロータリー財団　未来の夢計画」に参加する
②2011年度地区大会に向けて企画実行する
の二つを掲げさせていただきます。　
　「ロータリー財団　未来の夢計画」については初めて聞かれた
方がほとんどだと思います。ロータリー財団の補助金制度が本年
度から新しくなり、地区で使用できる補助金（新地区補助金）が
大幅に増えることになりました。そして、グローバル補助金という
ものが新しく作られることになりました。これは2010～2011年
度から開始し、パイロット地区に3年間施行されます。そしてパイ
ロット期間中は、双方のクラブ、地区はパイロット地区でなければ
ならないという規定があります。日本では第2760地区を含む5地
区がパイロット地区に指定されています。また、ウガンダの第
9200地区も該当します。私も初めて知ったのですが、ウガンダに
は62のロータリークラブがあるそうです。プロジェクト実地のクラ
ブと援助提供クラブの両者が必要であり、1件あたりの補助金は
1万5,000ドルから最高で20万ドルです。そして今年度私たちは、
ウガンダのRCと提携し、ウガンダの「名古屋瑞穂ロータリー記念
小学校」に、教員宿舎の建設を計画することを目標とします。提携
するウガンダのRCについては、学校の場所等の関係もありますの
でハンガー・フリー・ワールドのバッテ・フレドリックさんと相談し
て決めていきたいと思います。また「ロータリー財団　未来の夢計
画」については、早い時期に長坂邦雄R財団委員長からご説明い
ただき、会員のご理解とご協力をいただきたいと存じます。加納裕
幹事はじめ数名の方が、ウガンダのRCを訪問していただく予定と
なっております。
　2点目の地区大会について、名古屋瑞穂RCは、次年度2011年
度の地区大会ホストクラブの大役を仰せつかっています。私たち
はすでに地区協議会やI.M.などのホストを経験し、立派に開催し
てきました。しかし地区大会は更に大きな大会です。現在第2760
地区は82クラブあり、地区大会のホストクラブを受ける確率は、
82年に1度という計算になります。幸か不幸か、創立32年目にお
引き受けすることになり、会員にとっては最初で最後の役目となり
ます。地区大会の開催日は2011年11月19日(土)20日(日)、会場
はウェスティンナゴヤキャッスルとなります。2011年のガバナー
は一宮中央RCの松前憲典氏です。髙村博三地区大会実行委員
長の下、全員が一致団結して地区大会が成功裏に開催できるよ

■今週の卓話　7月8日(木)　

■次々週行事  7月22日(木)　　
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会員卓話
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：
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■次週の行事　7月15日(木)　

例会のご案内

う企画、実行しなければなりません。会員皆様のご協力をよろしく
お願い致します。

　今年度の会長テーマは
　「新たなる前進」
といたしました。どうぞよろしくお願い致します。活動計画として8
つの項目を挙げさせていただきました。
①会員相互の親睦を深め、楽しく活力のあるクラブとする
　ロータリーの原点は親睦だと思います。ロータリーを通じて良
き仲間を知り、楽しい活力のあるクラブとすることでクラブは発展
すると考えます。入山治樹親睦活動委員長、岩田修司会場委員
長、八木沢幹夫プログラム委員長はじめよろしくお願い致します。
②「ロータリー財団　未来の夢計画」に申請し、目標の達成に向
け努力する
③2011年度地区大会ホストクラブとして、地区大会が成功裏
に開催できるよう全会員が一丸となり企画、実行する
④地域に向けた社会奉仕について検討し実行する
　名古屋瑞穂RCは、以前「ホタルの飼育」を通じて10年以上の
間、地域の子供さんやその家族、そして市民の方 と々の触れあい
がありました。しかしこの数年間は地域に向けた社会奉仕は特に
行っていません。今年度のRIテーマでもある「地域を育み」にも当
てはまりますが、地域の社会奉仕について検討し実行したいと思
います。平野好道社会奉仕委員長、野崎洋二長期ビジョン委員長
はじめ関連委員会の皆様のご協力をお願い致します。
⑤会員増強に努力する
　残念なことですが、6月末で数名の方が退会し、会員61名とな
りました。しかし本日2名の入会者があり、63名でのスタートとな
りました。クラブの活性化や地区大会の準備に向けて会員増強が
必要となります。髙木勝会員増強及び維持委員長、天野正明クラ
ブ奉仕委員長はじめ全会員のご協力をお願い致します。
⑥台北延平RC、国内友好クラブ、海外のRCとの交流を深める
　台北延平RCとは来年5月19日に姉妹提携の調印式を名古屋
で予定しています。「ロータリー財団未来の夢計画」に関してウガ
ンダのRCとの提携も必要となります。市岡正蔵国際奉仕委員長
はじめよろしくお願い致します。
⑦ポリオ撲滅に協力する
　増田盛英直前会長、今年度もインドでのワクチン接種をお願い
致します。
⑧RI会長賞に挑戦する
　今年度RI会長賞は、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉
仕の各部門50点中25点以上の獲得が必要ですので、各委員長
さんはよろしくお願い致します。
　私は仕事の関係上、木曜と休日以外はロータリー活動ができ
なく、平野哲始郎副会長、加納裕幹事はじめ、会員の皆様のご協
力、ご支援を頂かないと会長職が務まりません。どうかよろしくお
願い致します。そして、1年間会員の皆様と一緒にロータリーを楽
しみたいと思います。これで会長挨拶とさせていただきます。
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