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第 1055 回
2013 年 7 月 16 日（火）晴

◆

第3回

〜 ロータリーを実践するための準備月間 〜
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名古屋マリオットアソシアホテル 2202 号

唱
席

我等の生業
会員 56 名（出席率算入人数 50 名）
出席 42 名 出席率 84.00％
前々回補填率 93.88％（7 月 2 日分）
ビジター 地区大会実行委員会

副幹事 山田 敏雄さん
名古屋昭和 RC

幹事 寺野 哲也さん

2013-14 年度 国際ロータリー会長 ロン D. バートン

各委員長さんの発表を期待して！

大平 明子さん
白藤 憲雄さん
中村
勝さん
森田敏二三さん
川瀬
悟さん
朝比美和子さん
田中 一雄さん
杉山 隆秀さん
有川 英敏さん
鈴井 一博さん

細井 俊男さん
加藤 英敏さん
新原
尚さん
川村 繁生さん
犬飼りさ枝さん
長尾 浅吉さん
伊藤 圭一さん
吉木 邦男さん
安藤
修さん
佐々木元彦さん

野々村憲吾さん
田子 充浩さん
山本 誠一さん
木下 福郎さん
本多 利郎さん
久米 伸治さん
中西 芳子さん
川辺 清次さん
木村
猛さん
鈴木 清詞さん

前年度100%出席できました。ありがとうございま
した。今年度もなるべく頑張ります。

大平 明子さん
◆ 今年もきれいなハスの花の写真がとれました。皆
様に暑中見舞いで送らせて頂きます。

児島 徳和さん
◆ 土曜ソフトボールの試合、4番レフトで出場しま
した。4打数3安打2ホームラン6打点の大活躍でし
た。ソフトのメンバー足りない方いつでもウェル
カムです。ありがとうございます。

出田真太郎さん
◆

会長 あい さつ


会長 白藤 憲雄さん
皆さま、こんばんは。
地区大会の副幹事の山田敏雄さ
ん、昭和RC幹事の寺野哲也さん、
ようこそおいで下さいました。
今日はクラブフォーラムですの
で、各委員長さんより今年の方針
を述べていただきます。
私もロータリーに入会した頃、
あるオシャレな人に出会いまして、センスの良さに
憧れていたことがあります。ロータリーは人生の
色々なヒントを教えてくれると思います。皆さまの中
にもそう感じた方がいるかもしれませんが、ロータ
リーをエンジョイしていただければ面白味も変わっ
てくると思います。
まだまだ暑い日が続きますが、水分補給などをし
て暑さに負けずに頑張っていきましょう。以上、本
日の会長あいさつと致します。
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46,000 円

累計

141,000 円

地 区 大 会 PR
地区大会実行委員会 副幹事
名古屋昭和 RC
幹事

山田 敏雄さん
寺野 哲也さん

告


幹事 本多 利郎さん
1. 次回の例会場ですが、51階の「シリウス」に変更
になっています。お間違えにならないようによろ
しくお願い致します。

ニコ ボッ クス
本年度、11月23日（土）･24日（日）に開催され
ます地区大会のPRに伺いました。皆様のご参加を
お待ちしております。どうぞ宜しくお願い致しま
す。
名古屋昭和RC 山田 敏雄さん

寺野 哲也さん

◆

本日合計

白藤会長始め名南RCの皆さま、こんばんは。只
今、ご紹介いただきましたように今年度地区大会を
ホストさせていただきます、名古屋昭和RCの寺野と
山田でございます。よろしくお願い申し上げます。
皆さまのお手元に地区大会のパンフレットを配布
しております。本年度もウェスティンナゴヤキャッ
スルにて開催させていただきます。日時は、11月23
日（土）･24日（日）です。

本年度田中ガバナーの方針は『磨いて輝こう!』で
す。私ども昭和RCは、この準備に向かって磨きをか
けているところでございます。この23日･24日が輝
くことが出来るのも、皆さま方の参加があってこそ
だと思っております。
裏面にもございますように、二日目の記念講演は
トヨタ自動車の張名誉会長にお願いしまして、『グ
ローバル時代の企業経営』と言う事でご講演いただ
きます。是非お越しいただき、楽しい地区大会を皆
さまに過ごしていただけるように頑張る所存でござ
います。当日、ウェスティンナゴヤキャッスルにて
お会いできることを楽しみにしております。よろし
くお願い致します。

アンチエイジングエクササイズ


中村

勝さん

クラブフォーラム
■会報・雑誌・広報委員会
安藤
修さん
皆さま、こんばんは。会報･雑
誌･広報委員会の委員長を拝命致
しました安藤でございます。よろ
しくお願い致します。
今年度の活動内容は、まずは会
場での写真撮影です。出来るだけ
良いシャッターチャンスを狙って
撮りたいと思います。ロータリー
の友をよく読んで良い話を皆さまに紹介しようと思
います。
また、WEEKLY REPORTの校正にもしっかり
と目を通し、皆さまにご精読していただきたいと
思っています。この1年間よろしくお願い致します。
■研修リーダーシップ・会員選考委員会

太田 敦士さん
皆さま、こんばんは。私はこれ
で委員･副委員長･今年の委員長と
3期連続でこの委員会です。
重要なことは会員選考というこ
とで入会候補者の方に会って面接
をするわけです。最低限、出席の
ことと会費納入のことぐらいをお
話していこうと思っています。
そして、研修リーダーシップの方は、目に見え
ることとしては「桃栗会」を前期と後期の2回開催
し、その後も入会して間もない方々から問題があれ
ばそのことについて色々と相談に乗ったりしたいと
思います。
よく聞くのが、例会に参加してもどこに座ってい
いのかわからないなど、問題が色々とあるようで、
その辺を上手くサポートできたらと思います。この
ことについては、我々の上に会長エレクトの吉木さ
んが付いていますので、わからないことは相談し
ながら1年間一生懸命頑張ろうと思っておりますの
で、よろしくお願い致します。
■会員増強・職業分類委員会
伊藤 圭一さん
皆さま、こんばんは。委員長は入谷さん、副委員
長が坂本さん、委員が私の3人です。
今、世界的に会員が減っており、不景気など様々

な原因があると思います。委員長
は「安易な数合わせに走らず、
ロータリーの誇りを捨てず、特に
時代を担う40歳代の新入会員の増
強を目指したい」という趣旨でご
ざいます。
質のいい方を沢山増強して欲し
いというのが方針ですので、皆さ
ま方のご協力をお願いし、発表とさせていただきま
す。
■出席・ニコボックス委員会
新原
尚さん
皆さま、こんばんは。出席･ニ
コボックス委員会の委員長を務め
させていただきます新原でござい
ます。
今期は会員数が前期と比べ3名
少なくなっておりますので、その
分会費収入が少なくなっておりま
す。会費の値上げは大変困難でご
ざいますので、なんとか範囲内で事業を行っていか
なければなりません。
会長方針ですが、今期は出来るだけ沢山ニコボッ
クスに入れていただきたいとの事です。200万円を
予定にしております。1人あたり1ヶ月4,000円ぐらい
です。その程度の目安でご奉仕をお願いしたいと思
います。あくまでもニコボックスは任意ではござい
ますが、ご理解･ご協力よろしくお願い致します。
続きまして、例会でのニコボックス報告と当日の
出席報告、修正補填率を発表致します。次に、気持
ちよく例会が始められますように挨拶と笑顔で受付
業務を行います。
事業計画でございますが、2人1組で例会担当日を
決め、例会1時間前までには受付を担当致します。
また、前期･後期通期のホームクラブ100%の出席者
を表彰し、記念品を贈呈します。ホームクラブの出
席･親睦が大切だと考えておりますのでよろしくお
願いをし、ご挨拶とさせていただきます。ありがと
うございました。
■親睦活動・家族委員会
細井 俊男さん
皆さま、こんばんは。本年度の
親睦活動･家族委員会の委員長を
務めさせていただきます細井でご
ざいます。1年間どうぞよろしく
お願い致します。
今年の目標ですが、「ロータ
リー活動の原点は奉仕にあり」
「親睦の原点は出席」というこ
とですので、なるべく明るく楽しい企画をして皆さ
まにより多く出席していただきたいと思っておりま
す。
受付も出来るだけ爽やかで明るくお出迎えをした
いと思っております。元気よく挨拶を致しますの
で、皆さま方もなるべく元気に返していただける
と、我々もやり甲斐があるのかなぁと思っておりま
す。
直近では8月6日にゆったり例会がございます。東
急ホテルの「南国酒家」で中華のお食事をしようと
思っております。各種飲み放題になっており、カメ
酒も飲めるそうなので飲まれる方は楽しみにしてい
ただければと思います。

副委員長は加藤英敏さん、メンバーは山本郁矢さ
ん、鈴井一博さん、浅井 浩さん、中西芳子さん、
大平明子さん、江松央統さん、白坂修二さん、佐々
木 暢さんの10名で1年間頑張っていきたいと思っ
ておりますので、よろしくお願い致します。
■米山記念奨学委員会
猪村 美之さん
こんばんは。米山記念奨学委員
会、委員長の猪村でございます。
メンバーは牧野さんと2人でやり
ます。
仕事内容は寄付の増進でして、
去年の平均で14,700円程になって
いますのでこれ以上の寄付を皆
さまにお願いしたいと思っていま
す。寄付も合計10万円を超えると米山功労者になり
ます。感謝状もいただけます。10万円毎に感謝状が
出ますが、100万円を超えるとメジャードナーとな
りルビーのピンバッジから順番にいただけます。
それから、当名南RCでは寄付の最高額が120万円
で三浦和人さんです。この米山奨学というのは、民
間最大の奨学財団なので支援した学生も17,000人程
になり、世界121カ国の学生に支援しております。
日本のロータリーが世界に誇る事業なので是非皆さ
ま方のご協力よろしくお願い致します。
■ロータリー財団委員会
川辺 清次さん
皆さま、こんばんは。先週7月9
日に地区の財団セミナーがありま
して、会長、幹事と私で行ってき
ました。12時45分から17時まで研
修してきました。
私も7～8年前に地区のロータ
リー財団委員会奨学委員長を6年
間やっていましたが、随分財団は
変わりました。現在は財団から留学生を派遣するこ
とはとても少なく、平和事業なので該当する人が年
に1人か2人ぐらいです。
今、皆さまから集まったお金の使い道は補助金で
す。11月がロータリー財団月間ですが、今年からは
100ドルではなく150ドルです。1ドルを100円として
約15,000円を皆さまにお願いに上がると思います。
これは、今集めたお金は3年後に補助金として返っ
てきます。今年度も児童養護施設にサッカーを通し
て行いますが、それは3年前の補助金が使われると
いうことです。
月間で皆さまが寄付する金額が少ないと、補助金
も削られるようなので、是非、社会奉仕活動をする
にはロータリー財団の寄付を多くしていただきたい
と思います。
補助金事業申請は、本年度より11月から来年の2
月まで受付月間となりましたので、来年の社会奉仕
委員長、会長、幹事は今から考えておくのがベター
だと思います。
■環境保全・保健問題委員会
犬飼りさ枝さん
皆さま、こんばんは。環境保全･保健問題委員会
の委員長を仰せつかりました犬飼です。坂田さんと
2人の会でございます。
何をしていいのか私なりに悩んでいるんですが、
方針としては環境問題･保健問題に関する募金活動

の協力、地区･地域が活動する環
境保全問題への参加、環境問題･
保健問題に関する専門有識者の外
部卓話をお願いする、ロータリア
ン一人一人の地域環境温暖化対策
として環境に優しいライフスタイ
ルを実施する心がけをする、とい
うことを考えたのですが、あとは
先輩方のご協力をいただきながら頑張っていきたい
と思っておりますので、よろしくお願い致します。
■ローターアクト委員会
川瀬
悟さん
皆さま、こんばんは。本年度、
ローターアクト委員会の委員長と
して任命されました。
実は、先々週の木曜日に前委員
長の出田さんと副委員長の安藤さ
んと私でローターアクトの前会長
及び本年度の会長、幹事の3名、
計6名で食事をしました。本年度
はあと2回ぐらい同じようなメンバーで楽しい食事
会を重ねて、ローターアクトの若い人達と親睦を深
めたいと思っています。
ローターアクトは今現在20名弱のメンバーです
が、出席率があまり良くなく、多い時で10名ちょっ
と、少ないと数名という時があると聞いているの
で私も今年度は6回ほど出席を入れております。皆
さま方にも何かとご協力をお願いするかと思います
が、よろしくお願い致します。
■会場運営・プログラム委員会
中村
勝さん
中村でございます。私どもの会
場運営･プログラム委員会は、三
浦さんが委員長で私が副委員長、
木下福郎さん、朝比美和子さん、
出田真太郎さんの5名で今年度活
動させていただきます。メンバー
が助け合ってスムーズな会場運営
に務めることに尽きると思いま
す。
その時の心は名南RC開設時より「仲良く、楽し
く」というような社是みたいなものがありますの
で、これに私は「明るく」をプラスします。笑いが
健康に非常に役立つので、皆さまが笑顔になる会場
作りに邁進したいと思います。
それと、私が担当しているアンチエイジングエク
ササイズですが、これも3年目に入り大分マンネリ
化しているかもしれません。皆さまも色々な健康法
をそれなりにやってみえると思います。その一つに
発表の場ということで使っていきたいと思います。
「こんなことをやっている」ということがありまし
たら、皆さまもあの時間を使っていただいて皆さま
にご披露いただけるように考えていますのでよろし
くお願いします。

第 1057 回例会（7 月 30 日）のご案内
新年度クラブ総会
（前期決算・今期予算・行事説明）

