
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」第1842回例会

会長挨拶 平野好道会長

2018年7月26日（木）  晴れ  第4回

　今年度からの新しい試みで､会長挨拶の代わ
りにメンバーにお話をしていただくという事で､
今回が第1回です。栄えある第1回は鈴木伸一
さんです。お話が終わった後、次の方を指名する
ということで、まだその方には伝えていないそう
です。皆様心してお聞きください。では鈴木さん
よろしくお願いします。　　　　　　　　　　

　栄えある1回目に選ばれて本当に光栄でございます。テーマは問
わずに2～3分の短いお話をということで、恐縮ではございますが
自分の近況をお話したいと思います。数ヶ月前に引っ越しをいたし
まして、以前は名東区の梅森公園の近くに住んでおりました。それ
が今、地下鉄の池下駅の近くに移って参りまして、名東区の梅森
公園近くに住んでいた頃は､外食をするにも車で行かなければい
けませんでした。それが池下の周辺というのは大変飲食店が多く
て、色々な店に歩いて行くことが出来ます。妻と2人で色々な店を
探訪している次第です。歩いて行きますので妻も多少お酒をたしな
みます。2人で飲んでいますと以前に比べれば多少話もはずみま
す。帰りも散歩がてら帰るのですが、つい最近も帰る途中なにを
思ったか何年、何十年ぶりに妻が手をつないできました。照れるや
ら恥ずかしいやら､少しドキッともしました。私たち夫婦にとってこ
の引っ越しは、ちょっとした夫婦円満の要因になったように思いま
す。つまらない話で恐縮でございます。次の方を指名と言うことで、
松波先生､お願いします。
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山口哲司会場委員長
「日も風も星も」　
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ニコボックス 星野一郎出席委員長
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本日、7月26日(木)13:40から長期ビジョン委員会を事務局にて行
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日、7月26日(木)18:00より、大嶽直前幹事慰労会をあつた蓬莱軒
松坂屋店にて行います。　

幹事報告 湯澤信雄幹事

・

・

7月20日は私の誕生日でした。
今月は誕生日月でした。
思いがけず嫁の誕生日に素敵なお花をいただきました。ありがとうご
ざいます。内田さん、おめでとうございます。忘れていた大切なものを
見せていただきました。
久しぶりの出席です。とにかくアツイ
内田さんおめでとうございます。先日はありがとうございました。

内田さん、あらためましておめでとうございます。

岩田　𠮷廣さん
渡辺喜代彦さん

萩原　孝則さん
長坂　邦雄さん

山口　哲司さん
松田　浩孝さん

鈴木伸一さん

会員64名　出席44名  （出席計算人数49名）
7月19日は補填により90.6％出席率　80.0％

出席報告 星野一郎出席委員長

第2回クラブフォーラム（委員会方針）

　今年の方針としましては、40周年事業に向けて会員相互の親睦を
さらに深めて、40周年事業が成功するよう皆さん一丸となってまと
まっていくことが一番かと思っております。あとは各委員会のコミュニ
ケーションを図っていただいて次年度､40周年につながるような事を
やっていきたいと思います。活動計画はクラブ奉仕協議会ですが、各委
員長ベテランですので、もうやらなくてもいいと言う事ですので、1回で
終了したいと思っております。あとは親睦を深めるIDMを開催したいと
思っています。いままで真面目な話ばかりでしたので、今回はお酒の席
でしか話せない話を皆さんに聞いてもらって、人生の肥やしとしていた
だきたいと思います。

クラブ奉仕委員会：堀 慎治委員長

　出席委員会の方針としましては、例年に引き続き会員の例会出席を
促進し、出席率を向上させる。具体的な活動としましては、毎例会時
に、出席状況を報告する。会員の出席状況を把握して､メークアップ期
限を通知する。定期的に各会員の出席状況を集計・報告する。前年度
からやっていまして、最初は6ヶ月に1回のペースでやっていましたが、
3ヶ月に1回各会員の出席状況を集計して皆様にご報告する事を前年
に引き続きやっていきたいと思います。続きましてニコボックス委員会
の方針は、ニコボックスの意義の理解、協力を促進する。具体的な活動
といたしましては、毎例会時に、ニコボックスの実施・報告。会員の夫人
の誕生日に記念品を贈る、等を続けていきたいと思います。

ニコボックス・出席委員会：星野一郎委員長

　まずは会員増強及び維持委員会の方針ですが、前年度の長期ビ
ジョン委員会の答申によりますと、適正な会員数が80名ということで
すので、中長期的に80名を目標に頑張りたいと思います。そのために
は70名を今期の目標に増強を行っていきたいと思います。活動計画と
いたしましては、元会員のご子息や会社を継がれている方へのお声が
けが出来ればと思っています。もしつながりのある方がいらっしゃいま
したら、ぜひお知らせをいただければと思います。また、若手会員も増
やしていきたいと思っておりまして、入会5年目未満の若手会員のお知
り合いで良い方がいらっしゃいましたらご紹介をよろしくお願いしま
す。また、R情報委員会と協力しまして、入会案内のオリジナルパンフ
レットを作成し、新会員の方にご説明できればと思っておりますのでよ
ろしくお願いします。会員選考及び職業分類につきましては、規定に
則って粛 と々進めてまいりたいと思っております。

会員増強及び維持・会員選考・職業分類委員会：大嶽達郎委員長

次週8月2日(木)13:40より、第2回理事会をヒルトン名古屋4階「梅
の間」にて行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日ご案内のFAXもお送りする予定ですが、ウィークリーの製本をさ
れるかたは、昨年度のウィークリーをまとめて、8/9までに事務局まで
お渡しください。
本日、臨時理事会で西日本豪雨災害の義援金をガバナー事務所でま
とめて送る事にご承認をいただきました。今週と来週で募金箱を回し
ます。ニコボックスからもプラスして送ろうと思います。ご協力のほどよ
ろしくお願いします。

　クラブ広報委員会の長谷川です。1年間よろしくお願いします。方針
としましては、前年度に引き続きウィークリーの円滑な発行、クラブ、会
に対する活動報告や認知の拡大が出来ればいいかと思っております。
現状としましては、ホームページを見られている方が多くないのではな
いかと思っています。ですので第3者に対するホームページの見出しや
認知を広める、そういうホームページを作ればいいのかなと思ってお
ります。

クラブ広報委員会：長谷川 隆委員長
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■次週の行事

■今週の卓話

■次々週

ザ・コンダーハウス
18：00～20：00

：
：

場 所
時 間

8月9日（木）　親睦例会

8月16日（木）　法定休日により休会

例会のご案内
8月2日（木）

尾張旭の棒の手
田中　宏

テ ー マ
会員卓話

：
：

　本日、田中委員長不在のため、私から親睦活動委員会の方針
をご説明いたします。一つ目は会員相互の親睦を深めるための例
会を開催する。二つ目は会員のご家族に楽しんでもらえる家族会
を開催する。この2つでございます。具体的な計画につきましては
上期が親睦例会、クリスマス家族会、上期納会。下期が創立記念
例会、春の家族会、下期納会です。直近では8月9日の親睦例会が
「ザ・コンダーハウス」で予定をされておりますので皆様のご参加
をよろしくお願いします。そして今後のクリスマス家族会や春の家
族会ですが場所は未定でございます。また皆様とご相談させてい
ただきながら決めていきたいと思います。1年間どうぞ宜しくお願
いします。

親睦活動委員会：鳥山政明副委員長

　方針としましては、例年通り円滑でより合理的な例会の進行を
行う。ビジター、ゲストに配慮した会場運営を行う。会員の親睦に
つながる設営を目指すと共に、設営する委員会メンバーも楽しめ
る運営を目指す。としております。活動計画としては、なごやか例
会の担当。今年は司会担当をメインとサブの2名態勢にしており
ます。あと昨年卓話等でプロジェクターがうまく起動しないケー
スがまま見受けられたので、今年は新たにプロジェクターを購入
いたしまして、そういったことのないように心がけていきたいと
思っております。

会場委員会：山口哲司委員長
　R財団委員会というのは、補助金を申請して事業を行うことと、そ
の補助金に対する寄付金もお願いするという委員会でございます。
補助金に関しましては、グローバル補助金と地区補助金がありま
す。グローバル補助金に関しましては今年度、予定がございません。
地区補助金に関しましては、先ほど社会奉仕委員長の鶴田さんが
おっしゃっていた事業等で地区補助金の申請が出来るかなと思っ
ております。今年はそれを目標にして参ります。また寄付に関しまし
ては、ベネファクターやマルチプルフェロー等のご寄付をお願い申
し上げますので、お願いしました際には、はいとイエスと喜んでと
言っていただければ大変良いかなと思っております。1年間よろしく
お願い申し上げます。

R財団委員会：伊藤 豪委員長

　方針でございますが、名古屋瑞穂RCの近未来に向けて､長期ビ
ジョン委員会に与えられた使命を果たす､です。この名古屋瑞穂RC
は長い歴史の中で、皆さんご存知のように熱田神宮のお力を借りて
蛍の事業を行っておりました。少し大変な時期に発足した森の防波
堤事業は、社会奉仕委員会も伴ってずっとやってきております。長
期ビジョン委員会は先ほども申しましたように、今後名古屋瑞穂
RCがどの方向に向かっていくかと言うことを決める委員会だと
思っております。私が考えるにおいて、先ほど申しあげたように、「名
古屋瑞穂RCはこれだ」というものを作り上げたいなと考えておりま
す。またその時には皆様のお力をお借りしたいと思います。活動計
画も今申し上げた事ともう一つ、昨年度近藤雄亮委員長の方から
お話がありました、2016年度国際ロータリー規定審議会で決定さ
れた案件に基づき、名古屋瑞穂RCの具体的変遷に努めるというこ
とでございます。以前のフォーラムでお聞きになったかと思います
が、例会数を隔週にする他、色々な話がございます。あと、今ある委
員会をまとめる等の改革など、こちらについては一度皆さんにお聞
きしたいと思っています。ということで1年間続けたいと思います。ど
うぞ宜しくお願いします。

長期ビジョン委員会：松波恒彦委員長

　40周年はまだあと1年先ですが、印象に残るものをと委員会で
話し合っております。先ほど松波さんが話された蛍の話ですが、8～
9年ほど熱田神宮の池で事業として行い、蛍がたくさん飛ぶように
なりましたが、生態系の問題で廃止となってしまいました。私も一
生懸命に蛍の世話をして、蛍が陸に上がる様子など何度も見に
行った覚えがあります。まだ具体的には決まっておりませんが、印象
に残る40周年にしたいと思っておりますので、どうぞ皆さんのご協
力をよろしくお願いします。

40周年実行委員会：松井善則委員長

　皆様ありがとうございました。私がなにかをやれ、ということでは
なく、各委員長でこれがやりたいということをどんどん進めていただ
ければいいと思います。

会長総評

　方針といたしまして、名古屋熱田RACへの事業支援。愛知県
立瑞陵高校IACへの事業支援。青少年奉仕に関わる事業支援を
継続的に行っていきたいと思っております。具体的な活動計画と
いたしましては、7月に瑞陵高校IACの生徒さんの海外派遣への
支援をしていきたいと思っております。そして名古屋熱田RAC及
び瑞陵高校IAC例会への出席を皆さんにお願いすることになって
おります。ご協力よろしくお願いします。活動計画の続きでござい
ますが、名古屋熱田RAC提唱の担当委員会議へ参加いたしま
す。そして名古屋熱田RACと瑞陵高校IACとの合同例会を開催
していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

青少年奉仕・ローターアクト・インターアクト委員会：鈴木健司委員長

 方針としましては、米山梅吉氏と記念奨学会について一層の理
解を深める。経済的な支援だけでなく、奨学生の精神面のケアを
図り、継続できる人間関係の構築に努める。活動計画は､米山奨
学生のグエン・ティ・カ・リンさんをカウンセラーとして支援し、大
学生活では得られない出会いと多様な文化を広げる機会をつく
る。奨学生は月一回以上の例会出席と、年一回卓話を企画し、会
員の皆様との交流を深める､ということで、今のところ8月9日と9
月6日に例会に出席するとのことです。できましたらお隣に座って
いただいて、名刺交換やお話などをして親身になっていただけた
らと思います。

米山奨学委員会：長瀬憲八郎副委員長

 1年よろしくお願いいたします。社会奉仕委員会といたしまして
は、昨年まで森の防波堤事業を継続して行っていましたが、今年
はそれを変える初年度と言うことで、大変良い時期に委員長をさ
せていただいて喜んでおります。そんな中で方針といたしまして
は、会長方針である「継続と変化」そしてガバナー方針である「あ
なたの街でロータリーを!あなたの街からロータリーを!」を視野
に入れて、我々の原点である熱田の森を中心に活動が出来れば
と思い、先日19日に第1回目の委員会を開催し、議論をさせてい
ただいております。その中でまずは11月1日の「朔日市」に宮宿会
に参加させていただき、それを例会扱いにしてどのような活動を
しているのか､宮宿周辺にどのような問題点があるのか、そのよう
なこともお話しする機会を作りたいと思っています。また、あの地
域でなにをやっていくのかということですが、現在具体的な例も
挙がってきていますので、少しずつ進めていき、年度末には継続
事業として形にしていきたいと思っています。また市内25RCの社
会奉仕事業として、桜の回廊プロジェクトに継続して参加してい
きたいと思っています。

社会奉仕・環境保全委員会：鶴田 浩委員長

方針といたしましては、本年度のRIテーマ、また、本年度の平野会長
の方針を基本として､台北延平RCとのさらなる交流を深めると共
に、積極的に国際奉仕活動に参加させていただきたいと思っており
ます。活動計画でございますが、本年度11月の台北延平RC来訪に
伴い、友好を深めるべく準備を進めてまいります。また来年3月、台
北延平RC創立42周年記念事業への多くの皆様のご参加を促すと
いうことと、WFFへの積極的に参加をする。年度末6月になります
が、ドイツ・ハンブルグでのRI国際大会への積極的な参加でござい
ます。11月の台北延平RCの訪問時の予算については、理事会で
しっかりと協議いただいた上で運営させていただきたいと思います
ので、1年間どうぞよろしくお願いします。

国際奉仕委員会：村上 学委員長
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