
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
～青少年奉仕月間～第1877回例会

　本日は青少年奉仕月間と言うことで、RACと
IACとの合同例会です。RACに置かれましては、
今年35周年を迎えられて3月27日にローズコー
トホテルで35周年の式典も行われました。記念事
業として、ポリオワクチン108名分に相当するペッ
トボトルのキャップを集められました。ポリオの撲
滅は国際ロータリーの悲願ですので、今年も継続
していただければと思います。IACにつきまして
は、オーストラリアのパースへ海外研修が今年で3年目になります。引き
続き事業として続けられますので、楽しみにしていただければと思いま
す。顧問の森先生に、研修に行く生徒はどのように選ばれるのかお聞きし
たところ、メンバー全員で誰が行くのかを投票で決めるそうです。おもし
ろいのは自分への投票も可能だそうで、どのように選ばれるのか一度拝
見してみたいと思いました。ともあれ本日はロータリアンと食事と会話を
楽しんでいただき、親睦を深めていただきたいなと思っております。それ
と今日、中部経済新聞に瑞陵高校の記事が掲載されていました。リトア
ニアの杉原千畝記念館のシモナス・ドビダビシアス館長が、22日に瑞陵
高校を訪問されたと言うことです。杉原千畝さんは瑞陵高校の卒業生で
すが、うちのクラブにも近藤茂弘さんという立派な卒業生がおりますの
で、それを目指してIACの皆さんも頑張っていただければなと思います。

5/17(金)は鈴木淑久さんにお世話になりました。ありがとうござ
いました。5/18(土)は結婚記念日でした。嫁さんの忍耐力の強さ
で23年続きました。ありがとう。
ローターアクトの皆さん、インターアクトの皆さんようこそ!ゆっく
りお楽しみ下さい。
先週と昨日の野球の試合は両方とも同点でした。日曜日の甲子
園での試合は是非勝って勝利の美酒をたっぷりと飲みたいです。

昨日の野球部の試合お疲れ様でした。甲子園は頑張りましょう。

甲子園がんばって下さい。
本日は熱田RAC、瑞陵高校インターアクトクラブの皆さん、夜間
例会にようこそ!昨日のR野球の試合、引き分けでした。負けませ
ん勝つ迄は!!
櫛田さん、先日はありがとうございました。

2019年5月23日（木）  晴れ  第39回　

ROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHOROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHO

1980年(昭和55年)1月10日
平野　好道
湯澤　信雄
長谷川　隆
毎週木曜日 PM12：30～
ヒルトン名古屋

1980年(昭和55年)1月10日
平野　好道
湯澤　信雄
長谷川　隆
毎週木曜日 PM12：30～
ヒルトン名古屋

1980年(昭和55年)1月10日
平野　好道
湯澤　信雄
長谷川　隆
毎週木曜日 PM12：30～
ヒルトン名古屋

創 立
会 長
幹 事
クラブ広報委員長
例 会 日
会 場

:
:
:
:
:
:

Weekly ReportWeekly Report
460-0008
名古屋市中区栄1丁目3-3 AMMNATビル7F 
052-211-3803
052-211-2623
2760_nagoya@mizuho-rc.jp
http://www.mizuho-rc.jp/

：

：
：
：
：

事 務 局

T E L
F A X
M A I L
U R L

2018-19年度
国際ロータリーのテーマ
インスピレーションになろう
（BE THE INSPIRATION）

2018-19年度
国際ロータリーのテーマ
インスピレーションになろう
（BE THE INSPIRATION）

2018-19年度
国際ロータリーのテーマ
インスピレーションになろう
（BE THE INSPIRATION）

2018-19年度
国際ロータリーのテーマ
インスピレーションになろう
（BE THE INSPIRATION）

2018-19年度
名古屋瑞穂ロータリー
クラブ会長のテーマ
「継続と変化」

2018-19年度
名古屋瑞穂ロータリー
クラブ会長のテーマ
「継続と変化」

2018-19年度
名古屋瑞穂ロータリー
クラブ会長のテーマ
「継続と変化」

会員66名　出席38名  （出席計算人数50名）
5月16日は補填により93.0％出席率　67.9％

出席報告

ニコボックス 西川徹也ニコボックス委員

西川徹也出席委員

副会長挨拶 亀井直人副会長

田中　　宏さん

鈴木　健司さん　岩田　𠮷廣さん

鈴木　淑久さん

松波　恒彦さん
今川　知也さん

野﨑　洋二さん
亀井　直人さん
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鈴木健司青少年奉仕委員長
「それでこそロータリー」「ローターアクトの歌」
「インターアクトの歌」「手に手つないで」
名古屋熱田RAC　市江千紗子会長　以下7名
瑞陵高等学校IAC　IAC顧問 萩野恭子先生 以下5名
米山奨学生　グェン ティ カ リンさん
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司 会
斉 唱

ゲ ス ト

委員会・同好会報告

　皆様こんばんは。ただいまご紹介にあずかりまし
た名古屋熱田RACの本年度会長を務めておりま
す市江千紗子と申します。亀井副会長がご挨拶の
中でご紹介下さいましたが、また後ほどお話をさせ
ていただきます。まずもって、日頃より当クラブにご
支援、ご指導いただきまして本当にありがとうござ
います。皆様のおかげで本年度35周年を向かえる
ことが出来ました。記念式典の中で、記念事業とし
てポリオのワクチンのためにキャップを集めてまいりましたが、本日参加
しておりますメンバーがほとんど卒業してしまう為、知識や経験を次年度
以降のメンバーに繋げる、という企画も取り入れてまいりました。私を含
め卒業するメンバーがおりますが、40年、50年続くよう活動してまいり
ますので、今後ともよろしくお願い致します。

名古屋熱田RAC会長挨拶 市江千紗子会長

　6/14のコンペは、現在組み合わせ作業中です。決まり次第ご連絡申
しあげます。7/17(水)はゴルフ終了後、夕方より納会となります。出欠が
まだの方は締切までにご連絡をお願いします。

　こんばんは。顧問の森でございます。この時期2年生は安芸の宮島、神
戸へ修学旅行に行っておりまして、来ることが出来ません。今年ですが、
1年生が3名座っておりますが、今年は今の所3名の入部のみとなって
おります。昨年は10名ほど入ったものですから、今年もと思っておりまし

瑞陵高校IAC顧問挨拶 森  重統先生

ゴルフ同好会：田中 宏さん

　先週と今週の試合は残念ながら同点で終わりました。今週末は甲子
園ですが、前夜祭に参加される方は、夕方配付した資料に明記されたお
時間に、それぞれのホテルにてお集まり下さい。そこから前夜祭の会場
に向かいます。試合当日もそれぞれのホテルでお集まりいただき、甲子
園に向かいますのでご協力をお願い致します。

野球同好会：鈴木淑久さん

　本日例会終了後、稲穂でカラオケ同好会を開催しますので、皆様ご出
席をお願い致します。

カラオケ同好会：湯澤勇士さん

たが、予定が狂いました。今後勧誘などで部員が
増えるのではと思っております。もう少し部員がい
た方がいいので増えてくれることを望んでいます。
そして前回申し上げましたが、私は非常勤講師で
正式な職員ではなく、来年オーストラリア・パース
への団長役が回ってくるためどうしようかと困っ
ておりましたら救世主が現れました。専任の先生
で萩野先生が顧問を受けて下さりホッとしまし
た。皆様これからもよろしくお願いします。4月から校長先生が替わられま
した。IACが出来たのが4年前です。新井校長先生が来られた時に式典を
やっていただきました。今日は会合があり来られず、よろしく伝えて欲しい
と申しつかっております。同窓会やRCの事も気にかけておりました。また
挨拶に来られるかもしれません。この後新一年生には入会した理由を、
萩野先生には顧問としての心構えと抱負を述べていただこうと思います。
本日はありがとうございました。



例会のご案内
■今週の卓話

■次週の卓話

5月30日（木）
新会員イニシエーションスピーチ
千秋　季賴さん
：
：

テ ー マ
会員卓話

■次々週行事

6月6日（木）

6月13日（木）クラブフォーラム(次年度行事と委員会報告)

新会員イニシエーションスピーチ
今川　知也さん
：
：

テ ー マ
会員卓話

乾杯挨拶：稲葉徹直前会長

次週5月30日（木）16：30より、新会員研修・懇親会をあつた蓬
莱軒松坂屋店にて行います。
次週5月30日（木）19：00より、RAC5月第2例会がローズコート
ホテルにて開催されます。担当の方は出席をお願いします。
次々週6月6日(木)13：40より第12回理事会をヒルトン名古屋4
階「梅の間」にて行います。　　　　　　　　　　　　　　　　

・

・
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幹事報告 湯澤信雄幹事

懇親会

　皆様こんばんは。本日は名古屋熱田
RAC、瑞陵高校IACとの合同例会でござい
ます。熱田RACとは13回目、瑞陵高校IAC
とは4回目の例会になると思います。ロータ
リアンの皆様とゆっくりご歓談を頂きまし
て、多いに食べ、多いに議論をしていただき
たいと思います。皆様のお父様よりもお祖
父様に近いような方もたくさんロータリア
ンの中にはお見えです。人生経験豊富ですのでどんな問題でも解決
をしていただけると思います。ロータリアンの皆様はRAC、IACの活
動報告をよくお聞き頂いて、多大なるご理解をいただきたいと思い
ます。それでは乾杯を致しますのでご起立下さい。本日ご出席の皆様
のご多幸とご健勝を祈念し、そして3クラブのますますの発展を祈念
して乾杯を致します。乾杯！　　　　　　　　　　　　　　　　　

閉会の挨拶：湯澤信雄幹事
　皆様こんばんは。時間が過ぎるのは本当に
早いものでございます。本日はRAC、IACの皆
様をお迎えして楽しく過ごせましたでしょう
か?RACの皆様楽しかったですか?IACの皆
様も楽しんでいただけましたか?これからも末
永く、皆様と仲良くお付き合いをしていきたい
と思いますので、よろしくお願いします。今日は
本当にありがとうございました。　　　　　　

RAC活動報告：市江千紗子会長
　皆様改めましてこんばんは。今年度は私市江が会長、亀井美由紀
さんが幹事をしております。クラブ概況ですが、1984年3月14日に
産声を上げ35年経ちました。35周年記念式典へのご参加、記念事
業へのご参加ありがとうございました。例会は基本的に第1、3木曜
日の月2回、上前津にあるローズコートホテルにて活動しております。
また土日は児童養護施設訪問や体を動かすなどして親睦を深めた
りしています。現在の会員数ですが、ありがたいことに新人が12名、
入会をしてくれました。今期入会の佐藤くんは、来期より早速会計の
仕事をしてくれます。このように若くて能力のあるメンバーが増えて
まいりましたので、今後ともご指導の程よろしくお願い致します。企
業派遣の形で入会しているのが27名中5名います。また本日参加し
ている佐藤くん、山田くん、亀井さん以外のメンバーは本年度で卒業
予定です。35周年を迎えた当クラブは、今年度の方針として「RE�
birth」というクラブテーマを掲げて、メンバー一人一人がパワーアッ
プし、それがクラブのパワーアップにつながるべく活動を続けてまい
りました。RACは4委員会ありますが、クラブ奉仕委員会、国際奉仕
委員会、社会奉仕委員会、専門知識開発財務委員会がございます。
例会内容は継続事業のゆうりんフェスティバルは、毎年秋祭りにブ
ースを作ってお邪魔しております。今年度は佐藤くんを初め、社会奉
仕委員会のメンバーが知恵を出し、子どもたちに喜んでもらえる企
画をしました。何度も遊びに来る子どもたちが多く、笑顔を見られた
ことがよかったと思います。ロータリーの特別月間に従い、水と衛生
月間にちなんだ例会内容も企画致しました。また専門知識開発財務
委員会でも平和について話し合い考えたイベントは、田中宏さんに
ご参加いただいた資金調達の例会も開催しました。RACの特色の
ひとつとして招待行事というものがありまして、当クラブがホストと
なって他クラブを招待し、親睦を深めます。本日参加させていただい
ております、相崎が実行委員長を務めて、ペットボトルのキャップ回
収をしつつ頭と体を動かした企画を開催してくれました。一部ご紹介
させていただきますと、ペットボトルのキャップを使ってタワーを組み
上げ、どれぐらいの高さを積み上げられたかをチーム毎に競うという
企画もありました。テーマも世界一周するということで、動画や世界
にちなんだクイズを考えたりと趣向を凝らした企画となりました。ま
た、坂本大樹くんが委員長を務めました創立35周年の式典ですが、
当初は2kgが1名分のワクチンに相当すると言うことで、35名分
70kg回収することを目標としておりました。ですが大変多くの方に
ご協力をいただき108名分、250kgの大変多くのキャップが集まり
ました。これはリサイクルにもつながりますので、CO2の削減にも寄
与しております。ご協力、本当にありがとうございました。

IAC活動報告：森  重統先生
　4月にクラブが発足し、5月に10連休があり、その後中間試験が始
まりまして、今は2年生が修学旅行、とまともに集まれておりません。
先ほども申しましたが、新たに3名入り、各 ど々ういった理由で入っ
たのかを話してもらおうと思います。
佐々木椎さん…私がこのクラブに興味を持ったのは、初めは母の薦
めでしたが、私自身もボランティアに興味があり、将来は青年海外協
力隊に参加をしたいと思っています。教育に興味があるので、そうい
った活動を経験した後に教育関係の仕事に就けたらと思い、その足
がかりになる活動を少しずつでも出来たらと思い入会しました。まだ
分からない事ばかりなので、人とつながることが出来る、それがIAC
のいいところだなと色々な人に話を聞いてみて思ったので、これから
もご指導よろしくお願いします。
濱口桜子さん…IACに入ることで一人では出来ない経験が出来、こ
れからの役に立つこともあると思い入会をしました。
南井彗来さん…私がIACに入ったのは、中学の頃に生徒会執行部と
して活動をしており、その時に私の中学校では地域とのつながりを
大切にするというテーマを持って活動していて、それと通じるものが
このIACにあると思ったので、自分の経験を生かせることがあると思
い入会しました。まだ将来どうなりたいかは決まっていませんが、自
分の方向性を決めて、それが決まった時に自分のやりたいことを実
行できる実行力をこの3年間で身につけていきたいと思います。まだ
まだ未熟者ですがよろしくお願いします。
萩野恭子先生…この春より瑞陵高校に赴任しました。三重県出身で
、三重で数年教職を務めた後、今春より愛知に赴任することになりま
した。3月に瑞陵高校への赴任を伝えられ、どこにある高校なのか？
という感じのスタートでした。ですので愛知県はおろか、瑞穂区につ
いてもまだ知らなければならないことがたくさんある状態で、皆様に
はご指導、ご鞭撻をいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願
いします。
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