
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
～青少年月間奉仕～第1880回例会

　みなさんこんにちはチャーターメ
ンバーの野﨑洋二です。チャーター
メンバーとは名古屋瑞穂RCが創
立した当時の会員の事です。39年
経ち現在残っているのは4名です。
チャーターメンバーが少なくなった
ことは残念な事だと思います。しか
し会員が若返りクラブが活性化し
たことは嬉しい事だと思います。今
日は歴史をお話します。
　創立は来年40周年で今年は39
周年になります。1980年1月10日
に創立総会が催されました。瑞穂RCの親クラブは名古屋南RCで、当時川瀬
保さんという大同製鋼の会長がガバナーをしていて自分のガバナー年度に新
クラブを作ろうということで瑞穂RCができました。名古屋南RCは11年前に
名古屋東南RCを作っています。1つのクラブが10年くらいで2つクラブを作
るとは大変な力だと思います。RCを作るにあったっては地域を指定しないと
いけないので、南RCと同じ地域ということで熱田区と瑞穂区をテリトリーと
して指定されました。したがって名古屋南RCとは二階建てクラブと言われ当
時この地区では初めての誕生と話題になりました。会員は34名でしたがその
うち4名は名古屋南RCからの移籍で、瑞穂RCのリーダーとして選出されま
した。初代会長の鈴木俊雄さんは日本ガイシの相談役と中部経済同友会の
会長で大変立派な方でした。初代幹事は春日良平さんで昭和区で大きな春
日荘という旅館を経営しておられ、30名の何も知らない我々に手取り足取り
ご指導いただきました。瑞穂RCの功労者の1人と言えます。そして熱田神宮
の宮司さんで岡本健治さん、今の千秋さんの二代前の宮司さんで、背が高く
ハンサムでお酒が強くて絵になる方でした。そして髙村博三さん。この4名が
移籍され私たちを導いてくださいました。
　当時は例会は都ホテルが会場でした。初代会長のご挨拶で「肩苦しさのな
い明るいそしてその中に個性を持ったクラブに育てていきたい。」と力強くお
話されました。瑞穂RCが明るく楽しいクラブに成長したのは、会長の功績が
大きかったと思います。1月21日にRIから認証状が届き、クラブのお披露目会
でチャーターナイトの準備が始まりました。実行委員長は髙村さんで800人
集めることになりました。当時34名のメンバー2人1組で愛知県内のRCの例
会に出席をしてPRをしました。 そして5月10日に名古屋キャッスルで開催し
ました。札幌北RCをはじめ64クラブ870名が予想以上に集まり、川瀬ガバ
ナーの挨拶の中で「私が知る限りがこのような総会は近年ないです。驚きとと
もに喜ばしいことです。」と言われました。知らない会員同士色々なことをやり
遂げる連帯感が高まりとてもいい雰囲気でした。オープニングセレモニーは
熱田神宮にお願いして舞楽を奉納していただきました。舞楽の中に蘭陵王と
いうおめでたい時の出し物があり、古式ゆかしい雄壮な舞を披露していただ
き会場は騒然としました。大変評判でした。先日、千秋さんにそのお話をしま
したら舞楽を外に出すことは熱田神宮でも滅多になく、宮司さんの力で名古
屋瑞穂RCは幸せだったと思いました。来年40周年はどうされるかわかりま
せんが、50周年の時は盛大に舞楽をやっていただけると嬉しいです。

5月は結婚記念日と私の60回目の誕生日でした。
今日は72歳の誕生日です。
本日会長に代わってご挨拶させていただきます。
野崎洋二さん本日平野会長に代わっての会長挨拶楽しみにしております。ご
苦労様です。
麻雀同好会の開催楽しみにしております。
堀さん昨日は沢山の景品ありがとうございました。麻雀同好会よろしく。私は
Ｂクラスです。
私事です。多忙のため麻雀大会を欠席させていただきます。皆様お楽しみく
ださい。
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会員66名　出席48名  （出席計算人数50名）
6月6日は補填により88.3％出席率　87.3％

出席報告

萩原孝則出席委員ニコボックス 鈴木雅登ニコボックス委員

鈴木雅登出席委員

挨拶 野﨑洋二委員
堀　　慎治さん
松波　恒彦さん
野﨑　洋二さん

鈴木　圓三さん
鈴木　淑久さん

　
内田　久利さん

長谷川　隆さん
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松田浩孝会場委員
「我等の生業」 
：
：

司 会
斉 唱

次週6月20日（木）18：00より、「か茂免」にて下期納会を行います。
次週6月21日（金）19：00より、ローズコートホテルで名古屋熱田RAC最
終例会を行います。出席予定者は近藤茂弘さん、村上学さんです。
次々週6月27日（木）Ｒ規定により休会。

・
・

・

幹事報告 湯澤信雄幹事

　本日第二回麻雀同好会を開催します。名古屋駅前の琥珀で2時からスタ
ートです。よろしくお願いします。

委員会・同好会報告
麻雀同好会：星野一郎さん

第5回クラブフォーラム
次年度行事予定：鈴木淑久副幹事

　7月18日のクラブフォーラムは持ち出し例会ですので東急ホテルでの開催
です。8月22日に親睦例会、翌週はなごやか例会でIACの海外研修報告があ
ります。9月5日にガバナー補佐訪問で敬老の日のお祝いもあります。9月12
日は福岡西RCとのお月見例会へ多数出席していただきたいので休会です。9
月19日にガバナー公式訪問で名古屋南RCと合同で、ホストは瑞穂RCなの
でヒルトン名古屋で開催です。10月12日にWFFが久屋大通公園であります
が現在工事中なので集合場所が例年の場所と変わります。10月17日はIDＭ
です。通常2月に開催することが多いですが、この年度は年明けにイベントが
多いので10月に移動しました。11月21日にボジョレー例会がイーオリエン
タルバンケットであります。親睦ゴルフですが福岡西RCの方と親睦を深めて
頂きたく思います。12月5日にクリスマス家族会が名古屋観光ホテルで、12
月19日に上期納会が八勝館であります。
　1月9日に創立記念例会が熱田神宮会館であり、その前に御垣内参拝を行
いますのでご参加の方はお越しください。1月30日の職場例会はまだ会場未
定です。2月5日に4RC合同例会が名古屋マリオットアソシアホテルであり時
間は12時～15時です。また正式にお知らせします。2月20日に持ち出し例会
を名古屋観光ホテルで開催します。2月27日西名古屋分区IMを瑞穂RCが
ホストとなりヒルトンホテルにて開催しますのでご協力をお願いします。3月
14～16日に台北延平RC訪問の予定です。19日は休会です。その週土曜日
3月21日は全国RAC研修会が名古屋で開催です。3月26日にIAC活動報告
です。4月5日に春の家族会、4月23日にRAC・IAC合同例会、5月28日に創
立40周年記念例会がヒルトン名古屋の予定です。6月11日にクラブフォーラ
ム、6月25日に下期納会を予定しています。地区大会が11月9～10日ホテル
名古屋キャッスルでありますが参加予定者の方だけです。



例会のご案内
■今週の行事
■次週 6月27日（木）  R規定により休会　

7月4日（木）    

6月20日（木）  下期納会

■次々週卓話 会長挨拶
関谷　俊征
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テ ー マ
会 員 卓 話

クラブ奉仕委員会：堀慎治委員長

出席・ニコボックス委員会：星野一郎委員長

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

クラブ広報委員会:長谷川隆委員長

親睦活動委員会:本多誠之委員

プログラム委員会:鈴木実委員長

Ｒ情報・研修委員会:岩田修司委員長

会場委員会:安岡克明委員

職業奉仕委員会:入江理副委員長

社会奉仕・環境保全委員会:鶴田浩委員長

青少年奉仕・RAC・IAC委員:・鈴木健司委員長

国際奉仕委員会:北岡寿人副委員長

Ｒ財団委員会:伊藤豪委員長

米山奨学委員会:市岡正蔵委員長

長期ビジョン委員会:松波恒彦委員長

IM実行委員会:松波恒彦委員長

40周年記念実行委員会:松井善則委員長
　この委員会は40周年記念例会に向けて一生懸命やっていきたいと思いま
すのでご協力をよろしくお願い致します。活動計画としては来年5月27日にウ
ェルカムパーティーを開催して28日が式典の祝賀会です。

　次年度の2月27日当クラブで行われるIMですが、山口、村上、鶴田副委員
長のご人力により準備が進められています。800名くらいの方を呼んでできた
らと考えています。それと作家の百田尚樹先生の講演会があります。「永遠の
ゼロ」や「海賊の男」などの小説を書かれています。大変いいお話が聞けると思
います。アトラクションですが、伊藤ガバナー補佐のご要望により私の個人的
な趣味もありまして素敵なダンスを入れたいと考えています。その時は皆様ご
協力をよろしくお願い致します。

　これからの日本には子供が必要ではないかと子供に関する事業を進めたい
ということで、委員会でもそのような形になり熱田区と瑞穂区の行政に一度
相談することになりました。先日瑞穂区に相談に行き、後日瑞穂区長に相談に
乗っていただく予定です。熱田区もそれに続きたいと思います。

　本年度の米山奨学生はグエンティカリンさんでした。活動計画通り毎月1回
以上の例会と年2回の卓話を滞りなく終わりました。そして様々な行事にも参
加していただき、積極的に参加していただくことでカリンさん自身もクラブの
一員だという認識が強まったと言っていました。良かった点はカリンさんの卓
話を通じてベトナムに対しての知識がみなさん増えたんではないかと思います
。反省点としてはもう少しカリンさんと交流ができなかったかなと思います。二
年にわたり支援を行いますので、引き続き来年も経済的な支援だけではなく
我々ロータリアンと心のこもったカリンさんとってかけがえのない支援をして
いきたいと思います。今後ともご協力をよろしくお願い致します。

　寄付に関しましては、年次恒久基金、ポリオプラス基金は皆様のおかげで
達成することができました。ありがとうございました。地区補助金につきまして
は今年も社会奉仕委員会の協力をよろしくお願い致します。

　台北延平RC来訪時の良かった点は、メンバーの協力を頂き特に問題なく
対応ができたこと、また延平RCメンバーにはそば打ち体験をしていただき心
に残る思い出を持ち帰って頂くことができました。改めて親交を深めることが
でき良かったと思います。反省点としてはギリギリまでスケジュールなどの情
報がはっきりせず間際に慌てることになった点です。今回、瑞穂の新しいメン
バーがいなかったことが残念でした。訪問の意義を新しいメンバーに伝え1人
でも多く参加していただけるように話をしていくことが大切だと思います。

　熱田RACと瑞陵高校のIACの事業支援が主の事業となります。良かった点
はRACが今年35周年事業があり積極的に協力することができました。また
瑞陵のIACは人が少なくて苦労していましたが今年は元気のいい子が6人入
ってくれて活発に活動が支援できたと思います。反省点はRAC例会の際に2
人出席をお願いしていますが出て頂けない日もあり残念に思っております。三
年委員会なので次年度もやらせていただきますが研修プログラムを充実させ
て頂く方向で進めたいと思います。IACついて顧問の先生が定年を過ぎた方
でいつまでやっていただけるか心配だったんですが新しい先生が専任してい
ただいたので良かったと思います。

　3年継続の委員会の1年目で40周年に向けて何かを決めなければと焦り
ました。堀川の千年プロムナードに植樹の提案をしましたが費用の問題など
がありました。しかし継続事業なのでまだ任期もありますしもっと議論をして
来年にしっかり決定し再来年実行するくらいに意識を変えました。もう1つは

　本年度の主な事業内容は職場例会と四つのテストですが、職場例会は中
部日本放送の見学会でまずまず成功だったと思います。良かった点は会長方
針の継続と変化とのことで職場例会の継続的な進め方、昼食場所などの変
化を実施して行えたことです。反省点は四つのテストの啓豪について具体的
なことができなかった点です。次年度への要望と継続事項ですが職場例会は
なるべく移動の時間が少ないところでやって頂きたいです。

　18,19年度は快適に過ごすための会場運営を目指していました。良かった
点はロータリーソング等がＣＤ音楽からから吉川さんの演奏に変わったこと
で非常に雰囲気がよくなりました。反省点は会場委員の役割が全員に浸透し
ておらず、幾つかもれが発生したことです。特に当日の司会のスキルが上がっ
てきたと思いますが事前準備の役割を明確にしないといけないと思いました
。

　5月の末に無事にに新会員の研修を終えることができました。来年もう1年
やって欲しいとのことで来年もやります。新会員の方に瑞穂RCの歴史や組織
について基本的なことをレクチャーしていきたいと思います。

初の大役で緊張しましたが無事に全日程終了いたしました。細かい反省は色
々ありますが、次年度の委員長に伝えていきます。1年間ありがとうございま
した。

　上期の親睦例会はザ・コンダーハウスで初めて開催し、クリスマス家族会、
上期納会は例年通り、春の家族会はスイスホテル南海と吉本新喜劇観劇で
、下期納会はか茂免で実施致しました。良かった点は前年度の例会の時に
会場を予約していたので日程が早く確定できたことです。あと現地調査を色
々な会でやりましたので双方に委員の親睦を図ったことです。反省点は前年
度予約したにもかかわらず相手の都合で予定が変わったことです。

　1年間ご協力ありがとうございました。広報委員の主な仕事はウィークリ
ーの円滑な発行と写真や音声記録の会場支援を行っていました。良かった
点はウィークリーが順調にに発行できたということです。反省点は例会時は
順調に行えたものが会場が変更された場合に人の手配や写真記録に若干
支障があったことです。来年度以降その点についてご協力よろしくお願いし
ます。

　会員増強ですが今年度入会6名退会者3名純増3名、前年度末が63名で
今現在66名となっています。目標70名にできませんでした。申し訳ありませ
んでした。ただ皆様に発表していますが最終段階で4名入会予定になってい
ます。入会案内パンフレット作成ですが、今日幹事に提出しました。会員選考
および職業分類につきましては規定通り進めることができました。

　良かった点は出席率が達成できたところで、反省点は出席の低い会員に出
席を促進する活動が十分ではなかったところです。また委員会の中での当番
の交代がスムーズでなく当日手配されないことが何度かあったことです。
　ニコボックス委員会の良かった点は、多くの会員の協力が得られた点。また
ガバナー補佐から他のクラブと比較して当クラブのニコボックスは非常に活
性化していると評価を受けました。反省点はニコボックスを読み上げる中で
氏名の読み間違いがや担当の手配がスムーズではなかったことが何度かあ
りました。

今年度はIDMも開催するということでよかったと思っています。新しく麻雀同
好会もでき、また温泉ゴルフ同好会もリニューアルということで、これからます
ます交流ができるのではと思います。反省点はもう少し若手の方と親しくで
きれば良かったです。来年度も新しい会員が増えますので皆様積極的に行事
に参加されて、逆にこちらにも新しいエネルギーを頂ければと思います。

熱田神宮の朔市にロータリーの支援をしていますが行ったことない方も多い
と思いましたので、朔市例会を開催させていただきました。多くの方にご参加
頂き鈴木淑久さんを初め皆さんが活動している内容を確認できたのではと
思います。また地区の事業の継続でやってきた東山動物園桜のプロムナード
が完成しました。良い点は朔市を皆さんと参加して共有できたことです。来年
度に向けて事業を確立して再来年度実行できるように継続していけるように
していきたいと思います。
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