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2014〜2015年度
国際ロータリーのテーマ

2014〜2015年度
国際ロータリー第2760地区

2014〜2014年度
名古屋瑞穂ロータリー会長のテーマ

Light up Rotary
ロータリーに輝きを

ガバナーのテーマ
集まろう・語ろう・楽しもう

感謝の気持ちを持って、
ロータリーライフを楽しもう

〜ロータリー意識高揚月間〜

第1657回例会
2014年7月24日
（木） 晴

務

Weekly
Report

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

第4回

唱 ：「日も風も星も」
ト ： 交換留学生

ビ ジ タ ー ： 岡山旭川RC

近藤爽子さん

穐田秀明さん

会長挨拶

伊藤
豪さん
・ 明日は長男の誕生日です(6才)。
鈴木 淑久さん
・ 親睦活動委員会の皆様、先週はありがとうございました。楽しい時間をす

ごせました。
宮澤 伸光さん
・ 今年度は職業奉仕委員長をさせて頂いてます。
皆様ご指導よろしくお願い
します。
鶴田
浩さん
・ 7月11日に開催されたゴルフ部会の取り切り戦では好成績を収めること
ができました。
なお、
一層の精進を重ねます。
ありがとうございました。

会 ： 渡辺喜代彦会場委員
ス

・ 7月16日は結婚記念日でした。
思えば永い年月が経ったものです。

岩田修司会長

今日は、新しくできた愛知ロータリーEクラブにつ

いてお話をしたいと思います。

20日の日曜日キャッスルプラザにおいて、愛知ロ

ータリーEクラブの加盟認証状伝達式が行われまし

た。
この2760地区で84番目のクラブとなり、
また東
尾張分区としては12番目、Eクラブとしては全国で8
番目のロータリークラブが誕生したわけです。
クラブの特色は

1.所在地域は愛知県を中心とした全世界とする

2.例会はウェブサイト上で24時間いつでも出席できる
3.例会場はウェブサイト上で行う

4.ウェブネットの活用を行い、固定事務所を置かずに運営する

ということでございます。

会員数は23名でのスタートでございます。
スポンサークラブは江南ロータ

田中
宏さん
・ 先日は、家内の誕生日に名古屋瑞穂RC様からお花を頂きありがとうござ
いました。

出席報告
出席率 81.1％

交換留学生挨拶

基本的には、通常のロータリークラブと何ら変わりませんという事で会員

いくという事でございます。唯一の違いは例会をウェブサイト上で行うという
事であります。

2010年規定審議会において、
ロータリーEクラブを国際ロータリーの一

部とすることを認めたという事でございます。
ちなみに愛知ロータリーEクラ

ブは世界で169番目のEクラブです。Eクラブの利点は、通常のロータリーク
ラブはその地域で活動する会員で構成されますが、Eクラブは地域にしばら
れることなく、世界から会員をつのることができるという点です。

日本においては、
まだEクラブに対して批判的なロータリアンが多いように

聞いておりますが、RIとしては未来のロータリーのあり方として、強い思いを
持っている様でございます。

1ヶ月に1回程度はお互いの顔を見る例会を考えている様に聞いておりま

す。私見ではネットも大変便利で非常にありがたいものだと思いますが、
やは

りお互いの顔を見ながら話をするという事は、
お互いの感情がよくわかると

いう意味で、
ネットよりももっともっと意味深いものがあると私は思います。
皆さんはいかがお考えでしょうか？以上会長挨拶を終わります。

ニコボックス

酒井俊光ニコボックス委員長

・ make upに来ました。
楽しんで帰ります。
穐田 秀明さん
・ 7月1日は私の誕生日でした。
7月11日は男の孫が生まれました。
7月21日

は家内の誕生日です。
キレイな花を有難うございました。 内田 久利さん
・ 先日は妻の誕生日にすてきな花を有難うございました。 関谷 俊征さん

堀慎治幹事

・7月31日(木)18：00より、蓬莱軒本店にて亀井直前幹事慰労会を行い
ます。
・WFFの協賛チケットは上半期会費請求時に4,000円分徴収させて頂いて
おりますので、追加で購入される方のみ申し込みをお願い致します。
ご用のある方は私
・7月25日(金)の午前中は事務局員不在となりますので、
までご連絡ください。

週間の内いつでも何時でもOKだそうでございます。例会費は無料で、入会

は奉仕活動を行い、
ロータリー財団を支援し、親睦とネットワークを培って

7月 17日 は補填により 90.9％

幹事報告

委員会報告

金が10,000円、年会費は60,000円ということです。

酒井俊光出席委員

会員63名 出席43名 （出席計算人数46名）

リークラブ、西尾ロータリークラブ、瀬戸北ロータリークラブの3クラブでご
ざいます。例会日は毎週水曜日の12時から翌週水曜日の12時という事で、1

酒井 俊光さん

愛知淑徳大学2年生 近藤爽子さん

こんにちは、青少年交換プログラムから8月にスイスへ1年間派遣していた

だく、愛知淑徳高校2年生の近藤爽子です。

私にはスイスでの、3つの目標があります。1つ目に、
スイスへ行ったら沢山

の観光地へ行くことです。
スイスはほぼ九州と同じ面積で、
カントンと呼ばれ

る日本でいう県のようなものが26あります。全てのカントンを周ることを目標
に、知られていないスイスの一面を発見し、来年皆さんにご報告したいと思

います。2つ目に、沢山の人々と友達になろうと思います。
スイスに限らず、世
界各国から来る留学生とも友達になり日本の文化を伝えたいと思います。各

国の文化を吸収し、将来の自分に役立てたいです。3つ目は、将来の進路につ

いてじっくり考える1年にしようと思います。
なんとなく進路については決め

ているのですが、本当にそれが自分のしたいことなのかが分からない状態な
ので、
スイスで真剣に考えようと思っています。

最後に、
スポンサーロータリークラブになっていただき、感謝しています。

沢山の方々にご協力して頂いて、
スイスへ行くことができます。1年間感謝の

気持ちを忘れず過ごします。辛いこともあると思いますが、
それを乗り越えて
、
良い経験ができるよう頑張ってきます。
ご清聴ありがとうございました。

米山功労者表彰
近藤雄亮さんが第13回メジャードナーとなり、認証状と記念品と感謝状

が岩田会長より披露されました。

出席者表彰
平野哲始郎さんが通算10年100％出席で岩田会長からバッジを贈呈さ

れました。

第2回クラブフォーラム
クラブ奉仕委員会：馬場將嘉委員長
を基本に、各委員会と話し
「集まろう、語ろう、楽しもう」
近藤ガバナーの

クラブ奉仕協
より良いクラブ運営に努めます。活動計画は、
合いを密にして、

議会を年2回運営。I.D.Mは3月26日です。各委員会が相互に親睦を深める
ガバナーに協力をする。RI会長賞に挑戦する。
為の委員会を適時開催する。
以上です。

出席委員会/ニコボックス委員会：山本英雄委員長
会員の出席率の向上を図ります。活動計画は、例会時の出席状況の報告、

出席状況のチェックと会員へのメークアップ期限の通知を行い、2ヶ月毎の

ニコ
ニコボックス委員会の方針は、
出席状況の集計と報告を行うことです。

メンバーへの協力を促していくこと。活動計画は、
ボックスの意義を理解し、
各月のご夫人へ誕生日の記念品等を例年通りやっていきたいと思います。

会員増強及び維持委員会/会員選考委員会/職業分類委員会
：亀井直人委員長
方針は、会長方針に従い純増5名を目指します。会員増強については皆様

にもぜひご協力お願いいたします。現在の63名が来年も欠けないよう祈っ

当クラブに相応しい活動をしてもらえるメンバーを選
ています。会員選考は、

できるだけ未充填の職業分類
考するということです。職業分類については、

ので会員を増やしていきたいと思っています。

クラブ広報委員会：湯澤勇生委員長

そこで、活動計
ます。職業奉仕という概念が非常に分かりづらいと思います。

画として例会を延長拡大し、職業奉仕について分かりやすく語って頂ける講

師をお招きし、職業奉仕を理解するとともに今後の様々なロータリー活動に

の唱和を
「四つのテスト」
もう1つ、第3例会での
繋げていきたいと思います。

していきたいと思います。若い世代に職業奉仕について理解して頂ける1年
よろしくお願いします。
にしたいと思っています。

社会奉仕・環境保全委員会：近藤茂弘委員長
を引き続き行う
「森の防波堤計画」
方針として、2011年から始めています

ドン
ことです。現在ヤミーベジーファームでドングリを育ててもらっています。

グリはかなり育ってきています。納品の日については、髙須さんと現場を見に
よろしくお願いします。
行き、改めて皆様にご連絡したいと思います。

青少年奉仕・ローターアクト委員会：大嶽達郎委員長
出席予定表をお配りさせて頂いていま
名古屋熱田RAC例会出席ですが、

すのでご出席の方よろしくお願いします。9月25日に名古屋熱田RACとの合

同例会があります。RYLAセミナーは、主管が近藤ガバナーとなっています

ので関係される方はご出席お願いします。8月27日にスイスから交換留学生
月に1回例会に出席し、半期に1度卓話をして頂
のリーさんを受け入れます。

く予定となっています。温かく迎え入れて頂きますようお願いします。

国際奉仕委員会：市岡正蔵副委員長
「集まろう・語ろう・楽しもう」、岩田会
国際奉仕委員会は、近藤ガバナーの

を基本とし、台
ロータリーライフを楽しもう」
「感謝の気持ちを持って、
長の

北延平RCとの交流を楽しみ、深め、積極的に国際奉仕活動に参加するとい

ロータリーライフを楽しも
方針として、会長方針「感謝の気持ちを持って、

う方針を掲げています。活動計画は、11月に台北延平RCの皆さんが来訪す

「来週の
なる充実に努めるということです。発行されているウィークリーには

行くという事をお願いします。昨年度、両クラブの会員のご子息のホームス

を分かりやすく会員に伝える。会員増強につながる外向きの広報のさら
う。」

る予定です。創立38周年記念式典には名古屋瑞穂RCから多数台北の方へ

として近藤ガバナーの毎週の訪問予定を掲載
近藤ガバナー公式訪問予定」

より深いつながりを持ちたいとの要望がありまし
テイを行うことによって、

ロータ
また、会長の方針「感謝の気持ちを持って、
するようにいたしました。

を記載しています。以上です。
リーライフを楽しもう」

親睦活動委員会：山口哲司委員長
とあります
「会員相互の親睦を深めるための例会を開催する」
方針として

が、今までの流れを継承しつつ、合理的にし、変えられるとことがあれば変え

こちらは国際奉仕委員会として検討していきます。
た。

R財団委員会：加納裕委員長
ロータリー財団の趣旨を尊重し活動を理解してもらう為の情報
方針は、

を提供すること。活動計画は４つあり、ポールハリスフェローの増員に努め

ロータ
る。ベネファクターの増員に努める。財団奨学生のフォローをする。

ていこうと考えています。活動計画は、7月17日の親睦例会、12月11日のク

リーカードを推奨する。特にロータリー財団への寄付がベースとなり補助金

の春の家族会、6月25日の下期納会を行う予定です。他に、3月のI.D.Mで

ぜひ財団への
100%と認められ、100ドルだと65%程の支給率となります。

リスマス家族会、12月25日の上期納会、1月8日の創立記念例会、4月12日

の比率が変わります。2760地区平均で130数ドルです。110ドル以上で

よろしくお願いします。
あったり色々な形で協力していきたいと思っています。

ロータリーカードへの加入をお願いします。
また、
寄付をお願いします。

プログラム委員会：松井善則副委員長
方針は、多業種に渡るロータリー会員の構成を活かした、視点を変えた

米山奨学委員会：堀慎治幹事（代読）
方針は、地区方針に従い米山奨学事業をクラブ会員に理解して頂き、米

ロータリー活動の理
卓話を実施し、会員各位の知識と見解の向上を図り、

を広くPRし協力をお
「世界に平和に種子を蒔く」
山奨学は民間外交として

2番目は、幅広い外部業種の方に卓話を依頼。3番目は、創立35周年を迎

開催して頂くということと、地区の米山奨学委員会に積極的に参加する。以

ロータリー月間にあわせ委員会に依頼。
解を深める。活動計画は、1番目は、

願いする。活動計画として、10月30日に地区の委員長をお招きして、卓話を

よろしくお願いします。
え、創立当時の卓話を創立当時の会員の方に依頼。

上です。

R情報・研修委員会：天野正明委員長
会長、幹事、会員のみなさんの意見を聞きまして、新会員研修会を12月4

ロータリーについて語る場が
日の例会前、10時から11時半まで行います。

来週の近藤ガバナー公式訪問予定
8月 4日(月)

豊田西RC

8月 5日(火)

半田南RC/田原パシフィックRC

て頂いてはどうかという提案がありましたので、8月28日と4月9日のなごや

8月 6日(水)

豊田東RC

で数回の勉強会をし、次期委員長としての知識と教養をお互い高めあうつ

8月 7日(木)

知多東RC/名古屋葵RC

8月 8日(金)

豊田中RC

なごやか例会冒頭15分程をロータリーについて語っ
あまり無いという事で、
それまで、市岡副委員長と私
か例会では市岡副委員長に話をして頂きます。

ロータリーについて勉強したいという方を募り、勉強会など
また、
もりです。

つきましては、教科書を100冊増刷することになり
をしていこうと思います。

ました。新会員の方以外で必要な方は1,200円で、購入頂けます。

会場委員会：関谷俊征委員長

例会のご案内
■今週の卓話

会 員 卓 話 ： 星野一郎さん

方針は例年通り、例会のスムーズな運営に努めます。会場委員は司会をし

ているだけでなく、会場委員会のメンバーが今日の例会の内容を把握するよ

うにという声もありましたので、例会の前に委員会で集まり確認して臨もう

■次週の卓話

テ ー マ ： 新会員イニシエーションスピーチ

8月7日
（木）

卓 話 講 師 ： 全日本かるた協会理事、審査部長

と思います。会場のレイアウトなどにも細かく気を遣って運営していきます。

加藤誠さん

職業奉仕委員会：鶴田浩委員長
という方針をとらせて頂き
ロータリーを深く学ぶ、
職業奉仕を深く学び、

7月31日
（木）

■次々週

テ ー マ ： 小倉百人一首競技かるたの世界
8月14(木) R規定に基づき休会

