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2019-20年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「50年に向けて新たな第一歩、
会員相互の理解を深めよう！」
2019-20年度
国際ロータリーのテーマ

ロータリーは世界をつなぐ
（ROTARY CONNECTS THE WORLD）

第1885回例会

クラブテーマ：
「第2回クラブフォーラム」

2019年7月25日
（木） 曇り 第4回

司
斉

安岡克明出席委員

会員70名 出席52名 （出席計算人数53名）

出席率 83.9％

7月18日は補填により76.7％

ニコボックス

会 ：今川知也会場委員
唱：
「四つのテスト」
「日も風も星も」

会長挨拶

出席報告

安岡克明ニコボックス委員

・家内の誕生日に美しいお花をありがとうございました。
松井 善則さん
関谷俊征会長

皆さんこんにちは。今日の例会
はCFです。本年度の委員会方針の
発表です。
宜しくお願いいたします。
昨年度の途中だと思いますが、例
会でメンバーの誕生月のお祝いをす
る時に、
バースデーソングを唄うよう
になりました。
颯爽とソングリーダーが前に出
て、
マイクを持ってメンバーと共に合
唱する。
とても良い事だと思います。
実はRCに入会時、
いくつか違和感を覚えることがありました
が、
その中の1つにソングリーダーの存在がありました。会の
始めに歌を唄う団体はありますが、私に指揮者で合唱をした
経験がなかったからだと思います。
ロータリアンとしての任務や目標を再認識して、
クラブの団結
力を高めるというのが、
その趣旨ですから、今となればソング
リーダーの存在は理解できます。
人に聞いた話です。
このソングリーダーが指揮をする時に、
タクトを使わない方がいいそうです。
その理由は、多くを相手
に細かく指示をしたいオーケストラの為にあるのがタクトだ
そうで、合唱などでは素手で感情を込めて指揮をするのが基
本で、
使わないのが一般的だそうです。
またこんな話も聞きました。国歌を歌う際には、全員起立し
て国旗に注目して歌うのが常識である。
だから、会員の前では
指揮をせず、国旗に注目して、
ともに歌うことが望ましい、
とい
うお話です。私は成る程、
その通りだ！と単純に納得しました
が、
このタクトを使わない、国歌は国旗に注目、
という点につ
いては、一度ソングリーダーにも考えていただいてもらえばと
思います。勿論、今を変えなければならないという話では全く
ありません。
ロータリーソングもクラブによって色々工夫があるようで
す。米山奨学生が来訪する際には、歓迎の意を込めて英語の
ロータリーソングを歌うとか、
伴奏CDは、
ただ口をパクパクさ
せるだけで歌わない会員も多くなりがちなので歌付きは使わ
ないとか、
さまざまです。
歌うことの第一目標は、会員の歌が上手であるより、皆が
声を張り上げ、愉快に元気に歌うことです。聞こえてくるのは、
マイクを通したソングリーダーの声だけという事のないよう、
リーダーの方には皆さんが歌うように指揮していただき、
皆さ
んにおかれましても、
リーダーに従い、今以上の声を出して、
合唱してほしいと思います。

・妻の誕生日に素敵な花をいただきました。
ありがとうご
ざいます。
萩原 孝則さん
・関谷さん昨日は大変お世話になりありがとうございまし
た。形だけではありませんよ。
湯澤 勇生さん
・家族で宮古島に行きました。
非常に疲れました。
鈴木 淑久さん
・初めての司会がんばります。

今川 知也さん

・昨日まで会社が夏休みで5連休を頂きました。
子供も夏

休みなので家族でゆっくりと過ごせました。

杉山 裕一さん

幹事報告

・ボックスの中にWFF
（10/12(土)13日(日)）
のチケット協

賛のお願いのご案内を配布させていただきました。
申込が
8/30(金)となっておりますのでお申し込みの方は事務局
までご連絡お願い致します。会員名簿も配布しております。
鈴木淑久幹事
ご確認お願い致します。
・ 名古屋熱田RAC8/10
（土）星野一郎さん、安岡克明さん
出席予定者となっておりますので、
ご参加お願い致します。
場所はローズコートホテル時間は19：00から受付です。
・ 次週8月1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。
・ 明日午前中事務局が不在です。
午後13時半以降にお越し
下さい。

（委員会方針）
第2回クラブフォーラム
クラブ奉仕委員会：大嶽達郎委員長

今年度の会長方針が50年に向けた新たな改革を会員
相互で理解を深めよう、
それに沿って親睦を中心に進めた
いと思います。今年のIDMは10月17日になっておりますの
で皆さんご出席宜しくお願い致します。
出席・ニコボックス委員会：北岡寿人委員長 委員会方針
会員の例会出席を促進し出席率を向上させる。活動計
画として例会時に出席状況を報告する。各会員の出席状
況を把握し期限を通知する。定期的に各員の出席状況を
集計報告する。ニコボックスのほうはニコボックスの意義
を理解協力を促進する。例会時にニコボックスを実施報
告する。
ご夫人の誕生日に記念品をお送りする。当番委員
スケジュール表を配布した委員会と連携協力しスムーズ
な運営に努める。

（委員会方針）
第2回クラブフォーラム
会員増強委員会：湯澤信雄委員長

クラブに相応しい方を会員の協力を経て積極的に勧誘していく。5名を
目指すということですけれども今年4名の方が入会されましたのであと1名
ということでどなたか良い方がいたら紹介して頂くという事でよろしくお願
い致します。
あとやはり退会防止ということで気をつけてやっていきたいと
思います。

クラブ広報委員会：鳥山政明委員長

ウィークリーの円滑な発行および例会支援強化ということで活動計画
につきましては委員会内で委員の皆様の連絡体制をしっかり強化するた
めにSNS等を使って円滑な会場支援を行うようにします。持ち出し例会で
会場が変更になった場合のためにも間違いないよう注意したいと思いま
す。最後にウィークリーの発行が若干遅れ気味というご意見をいただいて
おりますので翌週の例会には皆さんにお届けできるようにやっていけるよ
うにします。
どうぞ宜しくお願い致します。

親睦活動委員会：湯澤勇生委員長

会員相互の親睦が深まる例会を開催するということでいきたいです。
そ
して8月22日に若宮の杜で親睦例会を開催します。皆さん参加宜しくお願
い致します。その後の予定としましては12月クリスマス例会それと上期納
会1月に創立記念例会4月に春の家族会6月に下期納会を企画します。

プログラム委員会：星野一郎委員長

最近新しい会員が増えましたので例年の方針に加えまして会員相互の
理解、懇親を深めたいという趣旨で卓話を外部の人だけでなくて会員の
内部の人にもお話ししていただく機会を増やしたいと考えております。個
別に私の方から色々と声をかけさせていただこうと思っておりますのでご
協力宜しくお願い致します。

R情報・研修委員会：岩田修司委員長

毎年ですが年に2回新会員の研修を行っております。今年も上期下期2
回行うと思います。今年は先程言いましたように7月に4人もの方が入られ
ましたので早い時期に行おうということで9月の26日に予定しております。
ぜひ参加していただきます。内容としましてはロータリーの決まりや歴史、
ロータリー用語など基礎的を学んでいただこうと思います。

会場委員会：田中宏委員長

会員相互の理解が深まるよう運営を工夫していきたいと思います。
また
委員会内のコミュニケーションを活発にして親交をはかるということで実
は新年度の7月始まる前に皆さんに委員会として集まっていただき一通り
進行の方法や会場に準備する物などを皆さんに例会会場で説明をしでき
るだけスムーズに例会が運営できるよう努力しております。方針の3つ目で
笑顔で気持ちよくゲストをお迎えしようとのことでいままでは私の右手の
奥の方に皆さん並んでいましたができるだけ出入り口に近いところに我々
がたってご案内しようということで年初からそのように変えましたのでそ
のことにご注目いただけたらと思っております。新しく入られた方々も司会
をやっていただきます。はじめはうまくいかないと思いますが慣れればス
ムーズにできますので皆さん温かい目で見守っていただきたいとそのよ
うにお願い申し上げます。

職業奉仕委員会：亀井直人委員長

方針としましては職業奉仕の理念を学びロータリーを理解するというこ
とです。活動計画としましては職場例会を行い毎月4つのテストを唱和する
ということです。職業奉仕に入ったときにわかりにくいと思いましたが近藤
雄亮さんが職業奉仕というのはただ働けばいいと聞き、ふにおちました。
働くことで給料を払う事とか税金を払う事だと理解していますがそれでい
いのかわかりませんがまた1年間やっていきます。

社会奉仕・環境保全委員会：鶴田浩委員長

今年度の会長方針である50周年に向けて長期にわたる社会奉仕のあり
方を考え、
また基本理念である我々の地域から世界へ繋がる社会奉仕環
境保全委員会としての活動の実案実践に向け準備をしてまいります。2年
目という事をしっかり形にして地区の補助金も申請し来年度は地区の補助
金をいただきながら実施し3年間で長期の事業を完成したいです。9月の
理事会に向けて1つ議案を出しております。米山梅吉さんじゃございません
が令和の時代という事でかつての花見は梅だったということもあり梅園を
作ろうと提案させていただきました。

青少年奉仕・RAC・IAC委員会：鈴木健司委員長

方針といたしまして熱田ローターアクトへの事業支援を継続し瑞陵高校
インターアクトへの事業支援も引き続き行います。青少年奉仕に関わる事
業を支援していきたいと思います。具体的な活動計画は瑞陵高校インター
アクトの海外派遣の支援を7月に行っています。
またローターアクトインター
アクトの例会への出席をしたいと思っております。熱田ローターアクト提唱4
ロータリークラブの担当委員会へ積極的に参加していきたいと思います。
熱田ローターアクトがホストを務める全国ローターアクト研修会が来年の3
月にありますので事業支援を積極的に行っています。
また2760地区で行わ
れる大会で再来年瑞陵高校インターアクトがホストですので支援致します。

国際奉仕委員会：鈴木実委員長（代理中野健二さん）

方針につきましてはRIテーマのロータリーが世界を繋ぐそして会長方針の
50周年に向けて新たな第一歩会員相互の理解を深めようを基本にして積

極的に国際活動に参加する事。つづきまして活動計画につきましては2019
年10月12日から13日のWFFへ積極的に参加する。つぎに2020年3月台北

延平ロータリー43周年記念事業へ多くの方が参加できるよう促す。つぎに

2020年5月名古屋瑞穂ロータリークラブ40周年記念例会台北延平ロータリ

ー来訪に伴い準備をしていく。つぎにRI国際大会2020年6月6日から10日ハ

ワイホノルルへ積極的に参加する。以上でございます。

R財団委員会：梅村昌孝委員長

方針としましてロータリー財団の趣旨を尊重しクラブメンバーに活動を
理解してもらう。
またロータリー財団の地区補助金制度をクラブに広めフィ
ードバックするように務める。
この委員会は皆様から寄付金を集める委員
会と供に3、4年前に寄付していただいたお金をクラブでフィードバックし社
会奉仕、青少年の育成に使っています。

米山奨学委員会：市岡正蔵委員長

まず会員の皆さんに米山奨学に対してより一層の理解と協力をというこ
とを掲げております。今年度の米山奨学生は引き続きベトナム人のグエン・
ティ・カ・リンさんを支援していきます。彼女のためにも米山奨学金だけの
経済的支援だけではなく我々ロータリークラブの会員の皆様との深い交流
をもつことで彼女がかけがえのない経験を日本でできるようよろしくお願
い致します。

長期ビジョン委員会：松波恒彦委員長

やはりこれからは未来の子供の世界に入るべきじゃないかということで
先日区長さんとお会いして職員の方々と色々討論させていただきました。
私の病院のほうも来ていただきましてある提案をいただいております。委
員会及び懇親会を開きそれについて共有していきます。
ご案内致しますの
でご出席お願い致します。

IM実行委員会：松波恒彦委員長

来年の2月の27日に開催のインターシティーミーティング会議ですが長
瀬アドバイザーを中心にちゃんとご出席下さい。山口副委員長、鶴田副委員
長、村上副委員長に大変お世話になっております。作家の百田尚樹さんを
お招きすることが決まっております。興味深いお話しが聞けると思います。
懇親会はエキサイティングなアトラクションを入れようと思っています。副
委員長と下見に行ってこようと思います。

40周年記念実行委員会：松井善則委員長

30周年と50周年と真ん中の40周年を30周年を参考にして頑張ってやっ
ていきたいと思います。委員の方にご協力いただいてぜひ記憶に残るよう
な40周年の記念例会にするべく皆さんのご協力をぜひよろしくお願い致し
ます。

例会のご案内
■今週の卓話

8月1日
（木）
テ ー マ： 新会員イニシエーションスピーチ
卓 話 者： 平安山京太さん

■次週の卓話

8月8日
（木）

■次々週

8月15日
（木）

テ ー マ：心身の健康の基本
〜頭寒足熱 ( 水昇火降 ) について〜
卓 話 者：美容鍼灸サロン sa-la 院長
小嶋智子さん

R 規定により休会

