2 RC 合同例会

日 時 : 2010 年 3 月 30 日㈫ 受付 17:30 〜 開会 18:00 〜
場 所 : 名古屋マリオットアソシアホテル 16 階「アゼリア」
ホスト : 名古屋名南ロータリークラブ

第 901 回
2010 年 3 月 30 日（火）晴

第 34 回

〜 識字率向上月間 〜
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奉仕の理想 手に手つないで
会員 68 名（出席率算入人数 65 名）
出席 58 名 出席率 89.23％
前々回補填率 98.44％
（3 月 16 日分）

会長 あい さつ


東南 RC 会長 近藤 信之さん
今日は名南さんがホストなので
小野会長のご挨拶が先かと思って
おりましので、お礼の言葉しか用
意しておりませんでした。お礼の
言葉を先に述べさせていただきま
す。
まずは、名南RCの皆様、2RC
合同例会の設営を大変ありがとう
ございます。毎年のことですが、名南さんとの合同
例会は特に楽しく参加させていただいております。
思い返せばここ3年間は会員同士の歌の競演だった
と思います。去年がカラオケ、一昨年が合唱団、そ
の前も確かカラオケだったと思います。この3年間
を通して私が感じたのは、さすがに名南さんは夜の
クラブだけあって大変役者の方が多いということで
す。多分錦の道中に多額の会費を払ってみえるので
はないかという気がいたします。この辺りは双方共
に引き分けという気がしなくも無いのですが…。
今年は少し趣向を変えまして木下幹事から“Shall
we dance?”という問いかけがございました。当然
“Sure. Yes I do.”と返事がしたかったのですが、
私が踊るわけではないので同好会へ問い合わせて
みたところ、発足して間がないのでまだ用意がで
きていないということになり“Sorry. Please next
time.”ということになってしまいました。2つのク
ラブが同好会も含めて懇親会をするというのは余り
他に例を見ない気がいたします。
さて、今日はどんな懇親会を設営していただける
のでしょうか。ロータリーの基本でもある「親睦」

を十分に楽しみたいと思います。小野会長以下、名
南RCの皆様に心より感謝申し上げまして会長あいさ
つとさせていたきます。ありがとうございました。
名南 RC 会長 小野 雅之さん
皆さん、こんばんは。本日は
2RC合同例会に多数ご参加いただ
きまして誠にありがとうございま
す。ホストクラブとして心から感
謝申し上げます。
昨年は東南さんが40周年という
輝く記念の区切りでして、本当に
おめでとうございました。
私共は親クラブの東南さんの20周年の記念行事で
子クラブとして創立されました。私のおじの熊谷特
別代表と実行委員長の鈴木敦雄さんの2人を中心に
59名でスタートし、その内女性が4名おり、名古屋
で初めて女性会員がいる夜間例会のクラブとして非
常に注目されました。おじから勧誘され入会したも
のの、当時は私の会社が非常に忙しく大変でした。
しかし、今日ではなんとかロータリーを楽しむ年代
になりました。また、私の頭ではロータリーは「奉
仕」よりもまずは「親睦」ということで、例会後に
錦へ皆と飲みに行くことを非常に楽しみにしており
ます。
来年はようやく20周年を迎えます。これからも東
南さんの友情をもって我々のクラブをいつまでも末
永くご指導いただけるようによろしくお願いしたい
と思います。そして、この合同例会が楽しく和やか
な会としていつまでも長く続きますようお祈りして
あいさつとさせていただきます。ありがとうござい
ました。
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幹事 木下 福郎さん
1. 次週4月6日㈫は、4月10日㈯に例会変更で春の家
族会となっております。11時に宗次ホール集合で
すのでお間違いの無いようによろしくお願いいた
します。
2. 再来週4月13日㈫午後5時から理事会及び委員長会
議が17階の「欅」で行われますので、該当者はご
出席をよろしくお願いいたします。
第 903 回例会（4 月 13 日）のご案内
外部卓話
CBC アナウンサー 多田しげおさん

ニコ ボッ クス
◆

名南ロータリークラブホストによる、名古屋東南
ロータリークラブと名古屋名南ロータリークラブ
の合同例会開催をお祝い致します。
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■開会挨拶
名南 RC 副会長 水野 俊男さん
皆さん、こんばんは。大変お忙しい中、2RC合同
例会にご出席をいただきまして誠にありがとうござ
います。どうぞごゆっくりとご歓談をしていただき
まして、わずかな時間ですが懇親会を楽しんでいた
だきたいと存じます。
私事ですが、名南RCにお世話になりまして丁度
19年になります。思い返せばあっと言う間の19年
であったと感じております。しかし、この19年間、
2RCを通して先輩方から色々なことを勉強させてい
ただき、吸収させていただきました。そして今、少
しは人間的にも成長した気がしております。このよ
うな素晴らしい例会がこれからもずっと続いて益々
発展していく事を心から願っております。ありがと
うございました。
■乾杯
名南 RC 会長エレクト 太田 敦士さん
皆様、こんばんは。寒い日が続
き、また、景気もなかなか浮上し
ないということでいまいち気勢が
上がりませんが、その中で私共の
クラブも来年20周年を迎えること
になりました。
東南さんの20周年の記念事業で
私共のクラブが出来たことを考
えますと、本来でしたら、私共のクラブもそれくら
いの記念事業をしなければならないところです。し
かし、時節も時節ですし、今名古屋市内のクラブは
区の数よりも多い24クラブもございまして、おそら
くどこのクラブもこれ以上拡大には協力せず、自分
のクラブの会員増強に一生懸命励むことだと思いま
す。そんな訳で、私共のクラブがこの先子クラブを

作ることはほとんど不可能ではないかという気がし
ております。東南さんと私共のクラブは一親等のク
ラブでして、この関係はこれからもより良いものに
していかなければならないと常にそう思っておりま
す。これからもぜひ名南クラブをかわいがっていた
だきたいと思っております。
それでは、東南クラブと我が名南クラブの益々の
発展と、今日ここにお集まりの方々のご健勝を祈念
いたしまして乾杯したいと思います。声高らかにご
唱和ください。乾杯！
■閉会挨拶 東南 RC 会長エレクト 山口 剛男さん
名南クラブの皆様、本日はこのような素晴らしい
2RC合同例会を開催していただきまして、東南クラ
ブを代表しまして心から御礼申し上げます。ありが
とうございました。
次回は私共が主催するわけですが、こんなに上手
くできるかどうか少し不安に思っております。しか
し、名南クラブのエレクトの太田さんとは、20012002年に私が東南の幹事の時に名南の幹事をされて
おられまして、今度の2010-2011年は私も太田さん
も会長ということで、非常に息の合った太田・山口
コンビですので、次回の2RC合同例会では息の合っ
た例会をやりたいと思っております。ぜひとも名南
の皆様にもご協力の程よろしくお願い致します。
それでは、これをもちまして2RCの合同例をお開
きとさせていただきます。名南の皆様、本当にあり
がとうございました。
■アトラクション
歌 ヴェントュラ エガーソンさん
曲名 1. Wonderful World
2. Sunshine of my life
3. Rock with you
4. Human Nature
5. Billie jean

