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家族 ･ クラブフォーラム
於：ストリングスホテル

第 1184 回
2016 年 7 月 12 日（火）曇り

出

席

ゲスト

第2回

会員 55 名（出席率算入人数 46 名）
出席 42 名 出席率 91.30％
前々回補填率 90.00％（6 月 21 日分）
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木下

クラブの方が多いわけですが、このライオンズクラ
ブのデータは、2010年3月31日のもので、RCは2016
年1月31日のものですので、現在ライオンズクラブ
はもう少し減っているのかなと思います。キワニス
は、日本では29クラブ、1,700人です。これで割りま
すと、RCは大体1クラブ39.2人です。ですから、名
南はそれより多いということです。
ライオンズは1クラブ32.9人で大体似ていますが、
少し小さいかなという感じです。我々は、世界で最
も古い奉仕団体で、由緒あるクラブに属しておりま
すので、皆さまプライドを持って、世間に対して良
いことをしているのだというお気持ちで、日々仕事
を頑張っていただきたいと思います。ありがとうご
ざいました。

福郎さん

皆さま、こんばんは。
本日は、いつものマリオットと
は違う場所で、配偶者の方にも参
加していただきまして、ありがと
うございます。本年度会長を務め
させていただきます木下です。よ
ろしくお願い致します。今日は、
飲み放題、食べ放題でレストラン
を貸し切っておりますので、どうぞごゆっくりお好
きなものを召し上がってください。
今日は、世界の三大奉仕団体についてお話をしよ
うと思っております。世界には3つの大きな奉仕団
体がありまして、1番古いのが我々のRCで、1905年2
月にシカゴにできました。その次に古いのが、1915
年1月にデトロイトにキワニスができております。
一番新しいのが、1917年9月にシカゴでライオンズ
クラブができました。
ウィキペディアでみていましたら、ライオンズの
ページには何も書いてないのですが、ライオンズ
のメルビン･ジョーンズさんという創設者の方は、
ロータリアンで、ロータリーのやり方に異論を抱い
て別のクラブを作られたと聞いております。我々RC
は、個人個人が社会に奉仕しようとしていますが、
ライオンズクラブは団体で奉仕しようといった考え
方の違いがあったと聞いております。
世界で、RCは、35,094クラブ、122万人おりま
す。それに対してランオンズクラブは、45,740クラ
ブ、134万人おりまして、12万人ライオンズクラブ
の方が多いです。キワニスは、7,300クラブ、20万人
で一番少ないです。
日本の場合は、RCは2,269クラブ、88,984人です。
ライオンズクラブは、3,311クラブ、109,000人となっ
ております。ですから、やはり日本でもライオンズ

2016-17年度 国際ロータリー会長 ジョン F. ジャーム
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幹事 細井 俊男さん
1. 7月15日（金）、新旧理事･役員交歓会がございま
す。対象者は、月初めに出ていただいている理事
会のメンバーです。場所は、あつた蓬莱軒さんの
陣屋本店で、時間は、6時半からでございます。
2. 地区大会の出欠を、事務局までお早めに提出お願
い致します。
3. 本日はクラブフォーラムという事で、初めてご家
族の方にもご参加をいただいております。色々な
事を企画して、皆さまに楽しく参加していただけ
るようにしていきたいと思いますので、どうぞよ
ろしくお願い致します。

ニコボックス
◆

各委員長さん今年1年がんばって下さい。

木下 福郎さん
小野 雅之さん
森田敏二三さん
細井 俊男さん
川辺 清次さん
加藤 宜之さん
長尾 浅吉さん
筧
惠理さん
鈴井 一博さん
山本 郁矢さん
川瀬
悟さん
白藤 憲雄さん
三浦 和人さん
本日合計

江松 央統さん
加藤 英敏さん
中村
勝さん
末永 祐敬さん
本多 利郎さん
坂本
晃さん
伊藤 圭一さん
三島多恵子さん
杉山 隆秀さん
東山 直史さん
三浦
隆さん
大橋さなえさん
佐々木 暢さん

69,000 円

累計

安藤
修さん
大平 明子さん
日下智重子さん
朝比美和子さん
小嶌 招啓さん
下村 徹嗣さん
新原
尚さん
中西 芳子さん
久米 伸治さん
犬飼りさ枝さん
入谷 直行さん
佐々木元彦さん
吉木 邦男さん
121,500 円

家族・クラブフォーラム
■クラブ奉仕委員会
吉木 邦男さん
木下丸が無事出航しまして、非常にスピードを上
げた状態で、順調な航海ができるのではないかと
思っております。航海が順調ならば、クラブ奉仕委
員会は何もやる事が無いと思いますので、僕の仕事
が無いような1年間であればと思っております。ど
うぞ頑張ってください。
■職業奉仕委員会
大橋さなえさん
職業奉仕は、社会奉仕と共に、2大柱と聞いてお
ります。職業奉仕は、奉仕する事により、利益、利
潤を生み、私たちの生活の糧になります。また、雇
用する事により、社会奉仕にも貢献しております。
皆さまのご協力をよろしくお願い致します。
■国際奉仕委員会
三浦 和人さん
HPに海外の方向けに英語で、当クラブのことを
紹介する事になりました。当クラブでは英会話教室
もやっております。ぜひそちらにも参加していただ
いて、外国の方とも話せるように、よろしくお願い
致します。
■社会奉仕委員会
三島多恵子さん
今年も9月10日に、3児童養護施設の皆さまと一緒
に、猪村さんの会社のフットサルコートにて、フッ
トサルを行いますので、ぜひ皆さま奮ってご参加く
ださいますよう、よろしくお願い致します。
■青少年奉仕委員会
川辺 清次さん
今年も例年と同じく、県警の柔剣道大会に協賛し
ます。8月にその大会へ行くことになっております。
■研修リーダーシップ ･ 会員選考委員会
新原
尚さん
新しく入会された方と親睦を深め、名南RCや、
RCの活動についてお話をさせていただく事と、も
う一つは入会希望者と面接をして、入会をお願いす
る役目があります。一生懸命務めさせていただきま
す。よろしくお願い致します。
■会員増強 ･ 職業分類委員会
児島 徳和さん
昨年度末より新たな同好会を作るという事で、大
変好評を得ております。下村さん主宰の、聖書を読
む会というのが特に好評です。
今年度、木下会長が様々な施策を打っていただい
ておりますが、会員増強を目指して参りたいと思い
ますので、よろしくお願い致します。
■ロータリー財団委員会
三浦
隆さん
ロータリー財団は今年100年という事です。1年間
よろしくお願い致します。
■米山記念奨学委員会
入谷 直行さん
今日、ゲストで奨学生の楊さんをお迎えしており
ますが、そもそも米山というのは、戦後間もない頃
に、戦争の悲劇を二度と繰り返さないように世界に
奉仕をしようという事で、アジアから留学生を引き
受けようという事でできた組織、考え方です。
本来の意義をよくご理解いただいて、今年も楊さ
んをしっかりサポートしていきたいと思います。

■会場運営 ･ プログラム委員会
佐々木 暢さん
今年1年、木下会長、細井幹事とよく相談して、
良かったと思えるようなプログラムを運営していき
ますので、よろしくお願いします。
■出席 ･ ニコボックス委員会
中西 芳子さん
実は、先週7月7日は私の誕生日で、80歳になって
しまいました。その割には体の方は元気です。新し
い会長さん、幹事さんの言う事をよく聞いて、1年
間頑張りますので、よろしくお願い致します。
■環境保全 ･ 保健問題委員会
中村
勝さん
環境については、ロータリーとしてやる事は、ほ
とんど無くなってきているのではないかと思いま
す。今、私も名古屋環境大学の講座に色々関わって
おりますが、市民活動がしっかりと定着して、企業
も大学も行政もしっかりと力をいれています。
保健問題については、RCの平均年齢が65歳をオー
バーしておりますので、その対策という事で、アン
チエイジング体操をしっかりと皆さまに伝授してい
きたいと思っております。プラスアルファとして
色々なコラムを取り入れて、面白可笑しくやってい
きたいと思いますので、よろしくお願い致します。
■ローターアクト委員会
加藤 英敏さん
1年間RACの活動にご協力よろしくお願い致します。
■親睦活動 ･ 家族委員会
安藤
修さん
1年間、皆さまにご迷惑を掛けるかと思いますが、
委員一同、一致団結して良い1年にしたいと思います
ので、ご協力よろしくお願い致します。
■乾杯
パスト会長 佐々木元彦さん
今日は 、新しい 会 長 の 初 仕 事
が 、非 常に手の込 んだ 会 食 だと
いう事で、夫婦で参りました。私
もロータリーに入って随分と経ち
ますが、こちらの場所へ来たのは
初めてです。若い方たちに担当に
なっていただくとこのような場所へ
来ることが出来てうれしいです。
我々のホテルは名古屋の中心のマリオットで、こ
れが一番良いと自慢していたのですが、我々には無
い雰囲気が味わえるのではないかと、非常に今日は
楽しみにしております。名南RCの益々の発展と、
皆さまのご健勝を願いまして、乾杯したいと思いま
す。乾杯!
■中締め
パスト会長 伊藤 圭一さん
素晴らしいクラブフォーラムで
したね。こんな素晴らしいクラブ
フォーラムなら、毎月やって欲し
いです。
木下新会長は25年間のお付き合
いですが、いろいろ新しいことを
取り入れるので、名南RCは変わ
ると思います。職場例会でうちの
工場へ来られることがようやく決まりました。
最後は一本締めで終わりたいと思います。

■ケン・ヴァルディスさんライブ

第 1186 回例会（7 月 26 日）のご案内
新年度クラブ総会

