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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

〜R財団月間〜

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

・ 台北延平RCの皆様、又、福岡西RCの皆様、遠路名古屋へおいで頂きまして、
あ
りがとうございます。
今宵は楽しく食べて飲んで語り合いしましょう。
松波 恒彦さん 大嶽 達郎さん 堀

2014年11月20日
（木） 晴 ボジョレ・ヌーボー例会 於:イーオリエンタルバンケット
司

ゲ

ス

湯澤 信雄さん 野崎 洋二さん 伊藤

会 ： 関谷俊征会場委員長

鈴木 圓三さん 市岡 正蔵さん 鈴木

ト ： 台北延平RC 陳德政(Derek)会長同夫人以下29名
福岡西RC

長坂 邦雄さん 梅村 昌孝さん

中村隆宣会長同夫人以下15名

会長挨拶

出席報告

岩田修司会長

豪さん

淑久さん

梅村昌孝出席委員

会員63名 出席41名 （出席計算人数34名）

皆さんこんばんは。台北延平RCの皆さん、
また、福岡

西RCの皆さん、
ようこそ名古屋にお越し頂き、大変あり

出席率 82.0％

がとうございます。“友遠方より来たる また楽しからず

や”でございます。名古屋瑞穂RCを代表して厚くお礼申

11月 13日 は補填により 100％

幹事報告

し上げます。

堀慎治幹事

堀慎治幹事
・次週11月27日
にて指名委員会、
ヒルトン9階「ことぶきの間」
（木）13：40より、

私はこの1ヶ月間程、
中国語を特訓してまいりました。

にて懇親会を行います。
18：00より蓬莱軒「本店」

台北延平RCの皆さんに意味が通じるかどうか分かりま

せんが、通じなくても努力賞という事でお許しを頂き、
ま

委員会・同好会報告

ずは台北延平RCの皆さんに中国語でご挨拶を申し上
げたいと思います。

堀慎治幹事

国際奉仕委員会:湯澤信雄委員長
（金）8：15集合、8：30出発で台北延平RC伊勢・熊野古道観光を行い
11月21日

中国語スピーチ内容

皆さんこんばんは ようこそ名古屋へお越しくださいました。毎年この様に台

ます。名古屋瑞穂RCで見送りをされる方は8：15にヒルトンへ集合してください。

懇親会

北延平RCの皆さんと交流を持てる事を、私どもは大変光栄に思っております。

今日は、
ボジョレーヌーボーの解禁日でございます。今年のヌーボーも大変出来

がいいようです。皆さん一緒に飲んで楽しみましょう。

私は今日の為、1ヶ月程中国語を一生懸命練習しました。私の中国語は聞き取れ

ましたか？

私の中国語はここまでにして、
これからは日本語でご挨拶させていただきます。

ありがとうございました。

挨拶：延平班長 市岡正蔵さん
ようこそお越しください
皆さんこんばんは。台北延平RC、福岡西RCの皆さん、

いつも名古屋瑞穂RCが大変お世話になって
ました。両クラブにおかれましては、
これを機会に交流会を多くとって益々交流を深めて参りたいと思いま
おります。

す。

福岡西RCの皆さん、先日は私共を、
お月見例会にお招き頂き、大変楽しい時間

を過ごさせて頂きました事、本当にありがとうございました。

この様に、
お互いのクラブが毎年行き来をし、
ロータリーの友情と親睦を深めあう
事は、私共にとって大変ありがたいことだと思っております。
これからも、
ますます
交流を深めあう事が出来るよう、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

また、明日は台北延平RCの皆様は、伊勢・熊野古道に行かれる予定になってお

ります。今の伊勢・熊野古道は季節的には一番いいのではないかと思います。

また、福岡西RCの皆様の多くは、愛知カンツリークラブでゴルフを楽しまれる

という事でございます。4年前に日本オープンの会場となって以来、大変タフな
コースになりました。明日のプレーを楽しみにして頂ければと思います。

今日は、
ボジョレーヌーボー解禁日でございます。
どうぞごゆっくり解禁のワイン

を楽しんで頂いて、二日酔いにならない程度とは申しません、
「明日は明日の風が
吹く」
という事で、
しっかり飲んで頂き、楽しんで頂ければありがたいと思います。

ニコボックス

慎治さん

渡辺喜代彦さん 本多 清治さん 関谷 俊征さん

梅村昌孝ニコボックス委員

又福岡西RCの皆様、
本日はよろしくお願いします。
・ 名古屋瑞穂RCの皆様、
台北延平RC
今後とも宜しくお願い致します。
・ 友好クラブで23年目になりましたが、
福岡西RC 中村 隆宣さん
先月ゴルフの調子が良くインタークラブメダリスト、
クラブ選手
・ お久しぶりです。
山口 哲司さん
権連覇です。
少し自慢のため、
多額します。
いろいろと迷惑かけてすみません。
・ 久々の例会出席です。

酒井 俊光さん

本日はボジョレ解禁の第三木曜日でございます。赤ワインを片手に楽しい例会

にしたいと思いますので宜しくお願いします。

本日司会を担当します名古屋瑞穂RCの市岡と申します。宜しくお願い致します。

挨拶：台北延平RC 陳德政（Derek)会長
R
福岡西RCの中村会長、
名古屋瑞穂RCの岩田会長、

今回この様なツアーを組むことが
Cの皆さんこんばんは。

セントレア
名古屋瑞穂RCを訪問させて頂き、
また、
出来、

空港では名古屋瑞穂RCのメンバーが沢山お見えになっ
昨日もウェルカムパーティーに
ており嬉しく思いました。
楽しく過ごしました。
とてもおいしく、
参加させて頂き、

御在所のロー
本日も観光コースを組んで頂きまして、

最初の登りのときは足が痛
プウェイに登って参りました。

その後そ
かったですが、名古屋瑞穂RCのメンバーと一緒に昼食に行って頂き、
れも治りました。一番嬉しかったのは山頂でとてもきれいな景色を見ることが出
来たことです。

今回、台北延平RCが名古屋瑞穂RCを訪問しましたが、交流はロータリーの

中で一番大事な事です。台北延平RCも日程を変更し11月に名古屋瑞穂RCを
訪問することにしました。

一番嬉しいことは、毎年名古屋を訪問することが出来て、昔からの友人に会うこ

とが出来ることです。

お互いがより
これからも、両RCの間でもっと深く交流し、益々深い縁を作り、

良い関係になることを期待します。

挨拶：福岡西RC 中村隆宣会長
福岡西RC
今宵は素敵な宴会に、
皆さんこんばんは。

9月に
ありがとうございます。
より16人参 加させて頂き、
はお月見例会に岩田会長をはじめ名古屋瑞穂RCの皆

ありがとうございました。
さんに参加頂き、

（平成4
丁度22年前
名古屋瑞穂RCと福岡西RCは、

私は
今年で23年目になります。
に友好クラブを始め、
年）
名古屋瑞穂RC
平成4年に福岡西RCに入りましたので、

ロータリーに入って一番
と丁度付き合いが一緒であり、

最初に活動したのが名古屋瑞穂RCとの友好パーティーでした。23年経った今、
大変光栄でございます。
何かの縁で挨拶をさせて頂き、
私は今年会長となり、

福岡西RCでは、昨年遷宮を迎えた伊勢神宮にお参りし、今年は出雲大社に

行って参りましたので、両方の大神様のご加護を受けた身でございます。名古屋

瑞穂RCには熱田神宮の宮司さんがお見えですが、今年は我々にきっと良いこと

があるのではないかと思います。

また、台北延平RCとは違いますが、丁度20年前に台北東海RCと友好を結び

25
24、
来年4月23、
こちらは日本語で活動を行うユニークなクラブです。
ました。

日に20周年ということで、我々は訪問致します。その時ご縁があれば台北延平
宜しくお願い致します。
RCともお付き合い願いたいので、

長くなりましたが名古屋瑞穂RC、台北延平RCの皆さんは今後とも我々とお

宜しくお願い致します。
付き合いくださいますよう、

乾杯挨拶：松波恒彦S.A.A.
幹事主体により新
3年経て、
創立から2、
ボジョレーの会創立は35年前となり、
幹事主体に
ボジョレーの会創立は名古屋瑞穂RC創立後2〜3年経ってから、
しい会員と親睦を図る目的で開催されるようになりました。
ボジョレーの会
より新しい会員と親睦を図る目的で開催されるようになりました。
名古屋瑞穂RCでは丁度木曜日に例
ボジョレーの会は第三木曜日開催となり、
は第三木曜日になり、名古屋瑞穂ロータリークラブでは丁度木曜日に例会がある

会があるということで続いて来ました。
ということでずっと続いて来ました。
日本で
我々名古屋瑞穂RCを世界で一番歓迎して頂ける台北延平RCの皆様、
ークラ
我々瑞穂ロータリークラブを世界で一番歓迎して頂ける台北延平ロータリ

遊びに
そしてロータリー活動を真剣に、
一番歓迎して頂ける福岡西RCの皆様、
そして瑞
日本で一番歓迎して頂ける福岡西ロータリークラブの皆様、
ブの皆様、
皆様の御健勝と御多幸を祈念いた
も一生懸命取り組む名古屋瑞穂RC会員の、
穂ロータリークラブの会員の皆様の御健勝と御多幸を祈念いたしまして乾杯とさ

しまして乾杯とさせて頂きます。
せて頂きます。

閉会挨拶：湯澤信雄国際奉仕委員長
台北延平RCの皆さん、福岡西RCの皆さん、沢山飲んで楽しんで頂けましたで

本当に楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいます。
しょうか。

今日は沢山飲ん
明日は旅行とゴルフもありますが、
これから二次会もあります。

で楽しんでください。

ありがと
最後に３ロータリーの友好を祝って万歳三唱で締めたいと思います。

うございました。

来週の近藤ガバナー公式訪問予定
12月1日(月)

名古屋栄RC

12月2日(火)

名古屋城北RC

12月3日(水)

名古屋名北RC/中部名古屋みらいRC

12月4日(木)

予定なし

12月5日(金)

予定なし

例会のご案内
■今週の卓話

11月27日
（木）
テ ー マ ： 青少年交換留学生報告〜自己紹介〜
卓 話 者 ： 青少年交換留学生

■次週の卓話

STALDER LEAさん

12月4日
（木）
テ ー マ ： 再生可能エネルギー事業の最近の動向に
ついて

卓 話 講 師 ： ㈱ｼｰﾃｯｸ再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部総括部
板倉 弘計さん

■次々週行事

12月11日
（木） クリスマス家族会
場
時

所 ： ヒルトン名古屋4階
「竹の間」
間 ： 18:00〜20:00

