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ロータリーを想像して
ヒルトン名古屋
〜ウィズコロナ・ポストコロナ時代に向けて〜 （IMAGINE ROTARY）

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

2022年7月21日
（木） 晴 第3回例会

大変遅参いたしましたことをお詫び申し上げます。

大和 直樹さん

・ 実家に住み着くノラネコに4匹の子ネコが生まれましたなんとか里親を

司
会 ： 広瀬弘幸 会場委員
「四つのテスト」
斉
唱 ：「それでこそロータリー」
ゲ ス ト ： 熱田RAC 森地智尋直前会長 原希望幹事

会長挨拶

梅村昌孝会長

皆さんこんにちは。私立の医学部は学費が
高いことはよく知られています。
「私立の医学部
に行きたいけど学費が高いから…」
と考える受
験生もいることでしょう。
藤田医科大学では、今年から東海東京証券
と提携して、教育ローンを始めたそうです。教育
ローンの選考に通ったうえで、大学入試に合格
すれば金利1%で６年間の学費の融資を受ける
ことが出来るようです。
このローンの応募にはいくつも要件がありま
すが、
その一つには医師免許を取った後は大学の指定する医療機
関で10年間勤務することです。10年間は自由に働くことはできま
せん。
また、興味深いことには、大学は100点満点を取るようなタイプ
ではなくて、学力的には80点でもリーダーシップのある若者を希望
しているようです。
どうも学生たちをまとめることの出来るリーダー
的学生を求めていると思います。
私は以前、歯学部ですが大学病院に勤めておりました。今も非常
勤ですが学生の指導にあたっています。大学では教官の指導よりも
学生同士の影響力がはるかに大きいと思っています。
周囲の皆と仲
が良くて、一緒に勉強をしたり、教え合ったり、勉強のやり方を教え
るような学生がいると周りの同級生たちをまとめて引っ張っていっ
てくれます。進級があぶないと思われる学生も周囲の友達の影響で
クリア出来た話はよくあります。卒業試験の後で
「お前のおかげで
おれは卒業出来る。」
と肩をたたき合っている学生をよく見かけます。
やっぱり持つべきものは友達ですね。

出席報告

鈴木雅登出席委員

会員69名 出席48名 （出席計算人数53名）
出席率 76.2％

ニコボックス

・ 先日のインターアクト年次大会皆様お疲れ様でした。

鈴木雅登ニコボックス委員

・ 暑中お見舞い申し上げます。
コロナ患者が増えています。熱中症にも充分
気をつけましょう。

野﨑

洋二さん

・ 先週のクラブアッセンブリー、今川さんありがとうございました。

今週は待望のマーくん登場でニコボックス冥利につきます。
これからも
よろしくお願いします。
萩原 孝則さん

・ 先日のインターアクト年次大会はお疲れ様でした。運営に際して大変
勉強になりました。皆様ありがとうございました。

杉山 裕一さん

探せました親ネコは本日避妊手術を行いました。

岡部 光邦さん

・ 先日は野﨑さんにお世話になりました。ありがとうございました。 鈴木
・ インターアクト年次大会みなさんご苦労様でした。
・ 暑くなってきました。皆様お体に御自愛ください。
・ コロナ感染者が増えてきておりますので、
皆さんお気をつけください。

幹事報告

森

淑久さん

裕之さん

長谷川 隆さん
湯澤 勇生さん

湯澤勇生幹事

・ 7月28日(木) 第2回クラブフォーラム
（委員会報告）4F「竹の間」
で行い
ます関係各位はお願いします。
・ 7月28日(木)13：40〜長期ビジョン委員会4F
「梅の間」
で行われます。
・ 8月4日(木)親睦例会は延期とします。昼例会も行いません。
・ 8月4日(木)12：00〜理事会のみ開催いたします。4F「杉の間」
です。
・ コロナ感染者数が急激に増えてきましたので、次週以降の例会可否を
検討していきますので、
中止の場合はご連絡します。

熱田RAC

直前会長、幹事挨拶

森地智尋直前会長
皆さんこんにちは、名古屋熱田RAC
直前会長の森地と申します。昨年会長
をさせていただき、1年間どうもありが
とうございました。
今年度は佐藤会長のもとに私達名
古屋熱田RACも、
もう一歩進化してい
きたいと思っております。本日は佐藤会長が諸事情により来れません
でしたので、私が佐藤会長の今年度の意気込みをお話しさせて頂き
ます。今季のクラブテーマは
「One for all All for one 一人はみん
なのために、
みんなは一人のために」
とさせていただきました。
このテ
ーマは大きく2つの思いが込められております。1つ目は、例会やさま
ざまな活動を通して、社会へより多くの価値提供ができるようなクラ
ブを目指していくという意識を一人一人持ちながらクラブの例会な
どの活動を行ってほしいという思い。
もう一つは、
みんなで楽しみな
がら高められるクラブにしていきたい。
という思いです。
当クラブはロ
ータリアンの皆様や、諸先輩方のご尽力があって、大変多くの新入会
員に恵まれております。
これからは、
せっかく自分の大切な時間を費
やして、
当クラブに入ってくれた人達が、所属して良かった。
という思
いができる活動を長く継続して行く事も重要なので、既存会員の方
はもちろん、新入会員同士の絆を深めたり、困っている時のフォロー
などがしっかりできるようなクラブにこれまで以上にしていきたいと
思います。
原希望幹事
皆様こんにちは、今年度幹事を務め
ます原希望と申します。
いつも皆様の
多大なるご支援のもと活動させてい
ただいております。改めて御礼を申し
上げさせていただきます。私共の名古

屋熱田RACは非常に参加率が良く先日の例会でもメークアップで、
出席率が100%を達成いたしました。
これもひとえに例会の準備を
一生懸命してくださるメンバーのおかげ。
さらには私たちをいつも御
指導くださる瑞穂RCの皆様のおかげという風に私たちは思ってお
ります。
まだ至らないこともたくさんあるかと思いますが、今後とも
厚くご支援のほどよろしくお願いいたします。

第３２回 IAC年次大会開催
7/18（祝・月）第３２回インターアクト年次大会を名古屋国際会議
場「白鳥ホール」
にて当クラブ・及び瑞陵高等学校インターアクトク
ラブのホストにて無事終えることが出来ました。

第１回クラブフォーラム
（決算報告・予算）
2021-2022年度 決算報告書：鈴木淑久会計
●収入の部
協力金、会費、例会費、R財団寄付、米山奨学生受入金、雑収入を
合わせて、
当期収入合計が34,417,622円となり、前期繰越金が、
3,691,000円ですので合計として、49,999,662円となります。
●支出の部（１）
ロータリー組織関係は、RI関係が小計560,154円。次に全国関
係が小計2,723,600円、地区関係が小計4,314,060円で、
ロータ
リー組織関係の合計は、7,597,814円となります。次に例会費とし
て、
クリスマス会や、納会等含めまして13,756,760円となります。
●支出の部（２）
委員会活動費としてインターアクト年次大会への100万円も含
めまして、3,628,225円、管理費は9,967,341円となり、
当期支出
合計は、34,950,140円となります。
当期収入合計の49,999,662
円から当期の支出合計を引きまして、繰越金が15,049,522円とな
っております。
これにより前期より繰越金が3,158,482円の増額に
なりました。
貸借対照表の資産の部は、合計が44,737,403円で、前払い金
351,574円はホームページのサーバー移管費、
ドメイン費用、年間
維持費等の支払いです。立替金は、長期ビジョン委員会の立替金と
して72,800円としてございます。
負債及び資本の部は合計で44,737,403円となっております。未
払金の1,140,000円は、下期納会での、
か茂免さんへの支払いです。
ニコボックス収支計算書の収入の部は、
当期収入合計が
2,083,171円、前期繰越収支差額の合計が14,698,673円、収入
の合計が16,781,844円です。支出の部は、
当期支出合計が
70,330円、
当期収支差額が2,012,841円、次期繰越収支差額が
16,711,514円です。

監査報告：稲葉徹さん
去る7月1日に事務局に於いて、名古屋瑞穂ロータリークラブ令
和3年7月1日より、令和4年6月30日にかかる年間収支決算書、及
び令和4年6月30日現在の貸借対照表について監査を行いました。

監査の結果、
これら財務諸表は、上記年間の収支及び令和4年6月
30日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認めました。

2022-2023年度収支予算案：湯澤勇生幹事
●収入の部
当期収入合計が年間で37,551,380円、前期繰越収支差額と合
わせまして合計で52,600,902円です。前期からの繰越で例会費、
上期は親睦例会0円、下期は創立記念例会0円、
４RC合同例会も0
円と記載されていますが、前期から開催されていない例会を今期に
、
また繰り越しされているという例会の分の費用です。
また、前期よ
り変わっている部分として、社会奉仕25ロータリークラブの分担金
です。
当期よりこちらは参加しないのでその部分の記載はございま
せん。
また、入会した方の時期によって、例会費が繰り越しできる人
できない人に相違があるという文言を記載しました。
●支出の部(1)
ロータリー組織関係です。RI関係の小計が670,412円、全国関
係の小計が2,161,480円、地区関係の小計が5,687,200円、
ロー
タリー組織関係の小計が8,519,092円で、
例会費の小計が
21,886,845円です。
●支出の部(2)
委員会活動費が小計4,448,350円、管理費が小計
10,107,988円で、予備費が7,638,627円として当期支出合計で
52,600,902円です。

青少年・RAC・IAC委員会：村上学青少年奉仕委員長
本年度、青少年奉仕・RAC・IACの委員長を務めさせていただき
ます村上です。
どうぞよろしくお願いいたします。委員会の方針とし
ましては、名古屋熱田RAC、
また愛知県立瑞陵高等学校 IACへの
事業の支援、
それから青少年奉仕に関する事業の支援ということに
なっております。
活動計画は、
①愛知県立瑞陵高等学校IAC国内派遣への事業支援（7月）。
②名古屋熱田RAC及び愛知県立瑞陵高等学校IAC例会への出席。
こちらは先日役割表を作成しお渡しさせていただいております。
③名古屋熱田RAC提唱４RCの担当委員長会議の参加。
④愛知県立瑞陵高等学校IAC活動報告。
⑤愛知県立瑞陵高等学校IACがホストを務める第32回IAC年次
大会への事業支援。
⑥名古屋熱田RAC及び愛知県立瑞陵高等学校IACとの合同例会
の開催（５月例会）。
１年間お世話になります。
よろしくお願い致します。

例会のご案内

➡ 休会

■今週行事

7月28日
（木）第2回ＣＦ
内
容：委員会方針

■次週行事

8月4日
（木）親睦例会

■次々週行事

8月11日
（木）R規定により休会

➡ 延期

