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クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

2022年11月17日
（木） 曇 第15回例会

司
会 ： 近藤茂弘 会場委員長
ゲ ス ト ： 福岡西RC 会長 廣津 豊さん 以下14名
米山奨学生 周 軒さん

会長挨拶

梅村昌孝会長

みなさんこんばんは。今日は恒例の「ボジョレー
ヌーボ例会」
です。
ボジョレーヌーボ例会は、
しばらくの
間コロナ禍の影響を受けまして、
やむなく中止か、
ある
いは規模を縮小して、瑞穂のメンバーのみでの開催に
なっておりました。
やっと、今年はお客様をお招きして
盛大に開催をすることができますこと大変うれしく思い
ます。我々瑞穂RCのメンバーも大変喜んでおります。
本日は久しぶりにたくさんのお客様がお越しです。
福岡から福岡西RCの廣津会長はじめ、14名のメンバーのみなさんにお越
しいただいています。福岡西RCのみなさん。心から歓迎致します。
ようこそ
おいで下さいました。
お久しぶりです。
お元気でしたでしょうか?
特に今年は、福岡西RCのみなさんと名古屋瑞穂RCは友好クラブとして
30周年を迎えました。我々は毎年、福岡西RCさんの秋のお月見例会に参
加させていただいておりました。今年はコロナ禍の影響を受けまして参加出
来ませんでしたが、毎回心のこもったあたたかいおもてなしとお心遣いをい
ただいております。心から感謝申し上げます。
ありがとうございます。
福岡西RCのみなさんとの交流は、私共のクラブにおいては恒例の楽しい
事業となっております。何より楽しい思い出づくりになっております。
コロナ
禍の影響を受けまして一時期交流を中断せざるを得ませんでしたが、
ぜひ
これまで以上に交流を深め、仲良くして頂ければと願っております。
どうかよ
ろしくお願い致します。
今回は台北延平RCのみなさんは、残念ながら今年も参加はかないませ
んでしたが、
ビデオレターが届いております。後ほどご紹介があると思いま
す。どうぞ楽しみにしていてください。
さて、今日からボジョレーヌーボが解禁です。今年の新しいワイン出来は
いかがでしょうか?今朝の新聞には
「果実の甘味が口いっぱいに広がる飲
み口である。」
と記載がありました。本日、
ご参加のみなさんには2時間とい
う短い時間ではございますが、今年のボジョレーヌーボを存分に楽しんでい
ただきながら、我々の親睦をより一層深めて頂きたいと思います。最後ま
でお付き合いください。よろしくお願い致します。

出席報告

・ 11月22日 87回目の誕生日を迎えることになりました。

森

恒夫さん

・ 先日は妻の誕生日に美しいお花をお送りいただき誠にありがとう
ございました。福岡西RCの皆さん、
ようこそ名古屋へ。 田中

・ 皆様大変お世話になりました。

村上

福岡西RCの皆様ようこそお越しくださいました。

学さん

・ 福岡西の皆さん、
ようこそ。
ボジョレーヌーボ例会にご参加

堀

ありがとうございます。

宏さん

慎治さん

・ 福岡西RCの皆様、遠い所お越しいただきありがとうございました。
湯澤

今日、明日とごゆっくりお楽しみください。

勇生さん

・ 福岡西RCの皆さんをお迎えして！心より歓迎申し上げます。
明日のゴルフもよろしく！

・ 福岡西RCの皆さん、今日は宜しくお願い致します。
楽しんでいってください。

・ 福岡西RCの皆様ようこそいらっしゃいました。
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湯澤勇生幹事

・ 11/24(木)

12：30〜例会 ANAグランコート名古屋5F「ローズルーム」
13：40〜指名委員会 ANAグランコート名古屋5F「ローズルーム」
18：00〜指名委員会懇親会 蓬莱軒「神宮店」
・ 12/1（木）
12：30〜例会 神宮会館 地久(ちきゅう)万歳(まんざい)
13：40〜第6回理事会 延喜(えんぎ)
・ 12/8(木)
18：00〜クリスマス家族会 名古屋観光ホテル3Ｆ
「那古の間 西」
例年と同じく、半田RCと隣同士で行いますのでお間違いないように
お願いします

奨学金授与

米山奨学生 周 軒さん

西川徹也 出席委員

会員69名 出席47名 （出席計算人数53名）
出席率 75.8％

ニコボックス

委員会・同好会報告
西川徹也 ニコボックス委員

・ 本年も大挙してボジョレーヌーボ例会に参加させていただいております。

交流と親睦に努めていただいている名古屋瑞穂RCの梅村会長はじめ、
会員の皆様に感謝申し上げます。本日、明日、
また今後ともよろしくお願い
福岡西ロータリークラブの皆さん
申し上げます。

・ 本日はよろしくお願いします。

親睦活動委員 一同

・ ジブリパークが無事に開園、
ぎふ信長まつり、WRC世界ラリーも

無事終了できました。少しホッとしてます。
ようこそ福岡西RCの皆様、楽しんでいってください。 山口 哲司さん

ゴルフ部会11月度（431回）

開催日:11月8日(火)

愛知カンツリー倶楽部にて第431回ゴルフ部会が開催されました。
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国際ロータリー第2760地区 地区大会
2022.11.12(土)〜13(日)常滑RCホストによる地区大会が、愛知県国際
展示場で盛大に行われました。

懇親会

司会：鳥山政明 親睦活動委員長

乾杯の挨拶：堀慎治 直前会長
皆さんこんばんは。
また、福岡西RC廣津会長、
辻幹事はじめ皆さん、本当
に心から参加していただ
きましてありがとうござい
ます。例年より福岡西RC
さんとは本当に親睦を重
ねて、私も相当福岡の水に
馴染んでいるかなと思っ
ております。

たまたま今年度が友好クラブの30周年ということで、私は前年会長の時
に
「今年は盛大にやる」
と会長幹事にも、はっぱを掛けておりました。
それでは杯を捧げたいと思います。福岡西RCさんと、瑞穂RCのクラブが
益々親密になりますよう、今回ご出席の皆さんのご健勝ご多幸を祈念いたし
まして、乾杯したいと思います。乾杯！

廣津 豊 福岡西RC会長 ご挨拶
皆さんこんばんは。
また、福岡西RCの
廣津と申します。
どうぞよろしくお願い致
します。今年も名古屋瑞穂RCのボジョ
レーヌーボ例会にお招きいただきました
ことを本当に喜んでおります。昨年も参
加させていただき、昨年は12名。今年は
15名にて参加させていただきます。秋の
お月見例会では、皆さんをお迎えするこ
とができず大変残念でした。
福岡西RCでは最近若手の入会が増え
てきて、最高齢が97歳最年少が37歳平
均が65歳です。
そして、今年一番のトピックとして今年8月67年目にして、初
めて女性会員が入会されました。色々な反応があるのかなと思っておりまし
たが、
すんなり入ってとても楽しげに例会に出席しています。皆さんも是非、彼
女の顔を福岡に見にきてください。
昔から
「親睦の西クラブ」
という言葉があります。
この言葉を大切に実践し
ていきたいと思います。
そして、貴クラブとこれからも末永く仲良くさせていた
だきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

台北延平RC ビデオレター
梅村会長をはじめ、名古屋瑞穂
RCのメンバー、各地に来られまし
た来賓の皆さんこんばんは。私は台
北延平RCの本年度会長を務めま
すリーチ
（Rich）
と申します。弊クラ
ブを代表してご挨拶申し上げます。
本日のボジョレー例会、誠におめで
とうございます。
この何年間コロナ禍の影響で日本への訪問ができなくて非常に残念です。
皆さんお互いに会うことが出来なくなり、皆さんと会いたかったです。皆さん
お元気ですか！
来年の3月15日は延平の46周年チャーター記念例会ですので、貴クラブ
のメンバー、
ご家族がいらっしゃるように強く期待しております。結びに、名古
屋瑞穂RCの益々のご発展と、会員・ご家族の皆様のご多幸を祈念してお祝
いの言葉に代えさせて頂きます。

閉会の挨拶：大嶽達郎 副会長
本日は廣津会長はじめ、福岡西RCの皆さんよう
こそお越しいただきました。
ありがとうございます。
9月のお月見例会には参加できませんでしたが、
こう
して1年ぶりにお会いできて大変楽しい時間を過ご
させて頂きまして、
ありがとうございます。残念ながら
、台北延平RCの方は今年来られなかったですけれ
ども、先ほどビデオメッセージを見まして、早く台湾
に行きたいという気持ちになりました。福岡西の皆さ
んも台湾と提携されているところと同じような気持ち
でいらっしゃるんじゃないかな。
と思っております。明
日は三好カントリークラブで楽しいゴルフがありますがあります。
引き続き楽
しい時間を過ごさせていただきたいと思っている次第でございます。
それでは、福岡西RC並びに瑞穂RCの益々の発展と、両クラブの末永い友
情、
そして会員の皆さんのご健勝ご多幸を祈念いたしまして、1丁で締めさせ
ていただきたいと思います。
ありがとうございました。

福岡西RC 交流ゴルフ 開催日：11月18日（金） 三好CC

例会のご案内
■今週卓話

11月24日（木）

■次週卓話

12月1日（木）
テ ー マ：イニシエーションスピーチ
会 員 卓 話：山﨑真一郎

■次 々 週

12月8日
（木）クリスマス例会

テ ー マ：ロータリー財団を活用しよう
卓 話 者：地区資金推進委員会 副委員長 近藤茂弘

時
場

間：18：00〜20：00
所：名古屋観光ホテル3F「那古の間

西」

