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奉仕の理想 手に手つないで
会員 66 名（出席率算入人数 55 名）
出席 38 名 出席率 69.09％
前々回補填率 92.98％
（1 月 25 日分）
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1. 再来週は名南RCの20周年記念例会になります。
来週2月15日は例会時に20周年記念式典の打ち合
わせをしたいと思いますので、皆さまご出席を宜
しくお願いいたします。

会長 あい さつ
南 RC 会長 近藤 禎男さん
名古屋南RCでは今年の運営方
針の1つとして、「メークアップ
はできるだけ他のクラブに行って
しよう」を挙げました。私はそこ
に親睦の原点、交流の原点がある
のではと思っております。私も
ずっとサインメークアップ専門で
したが、ある時どちらにしても
メークアップへ行くならどこかで食事をするので、
その場で例会に参加して食事をさせてもらえば、
返って交流が深まり、色々な知り合いもでき、時間
的には同じと考えました。
この合同例会も毎年やっておりますので、皆さま
お顔見知りとは思いますが、これを1回限りの事に
したのでは交流の為にはそれほど深い絆もできない

レイ・クリンギンスミス

と考えます。東南RC、瑞穂RC、名南RCは歴史的に
も親子関係等があったりしてこのように顔を並べて
いるわけです。東南RCは我々南RCと同じで水曜日
の正午からマリオット、瑞穂RCは木曜日にヒルト
ン、名南RCは火曜日の午後6時半からマリオットで
それぞれ例会が開かれますので、他のクラブへメー
クアップに行くなら、まず重点的にこの辺りへ行っ
ていただくということがご親戚付き合いの1つにな
るのではないかと思います。
また、私の会長就任時に3RCの会長にお集まりい
ただいて、「毎年4RC合同例会ではお客様を呼んで
演奏会をやりますが、お酒が入ってしまうと誰も聴
いていないので演奏者にも気の毒ですし、止めさせ
ていただきたい」と話してご意見を賜りましたら、
その場でご賛同いただきました。今日は自分達の手
作りの演奏会を披露させていただきます。ロータ
リーが生まれてから根本の精神は変わりませんが、
ロータリーも時代と共に変性していかなければいけ
ませんし、運営や会合、集まりも毎年同じことの繰
り返しでは飽きてしまうので、新しいことを導入し
ながら発展的に前を向いて行くのが良いのではない
かと思っております。
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本日はご苦労様です。
南RC 鳴川 基訓さん
4RC合同例会です。
他のRCの方々との懇親を深めましょう！
隆夫さん 安藤

修さん 浅井

浩さん

朝比美和子さん 加藤

江上
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林
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本日合計

37,000 円

累計

1,137,000 円
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■開会あいさつ 瑞穂 RC 会長 田中 隆義さん
今日は年1回の恒例の4RC合同例会です。今回は南
RCの皆さまに大変お世話になりましてありがとうご
ざいます。
先程お話がありましたが、今年度の初めに南RCの
近藤会長が「毎年4RCでお金を出してアトラクショ
ンを呼んでも誰も聞いていない。今年度はこれを止
めたいけれどどう思いますか」とおっしゃいまし
て、私も以前からそのような意見で、我々瑞穂RCの
親睦委員長にも夜間例会はそのようにしてほしいと
話していましたので、即座に賛同致しました。今夜
は南RCの有志バンドのサザン・シープが友情出演し
ていただけるとのことです。サザン・シープの皆さ
まどうもありがとうございます。今夜は皆さまと一
緒にサザン・シープの演奏を楽しく聴かせていただ
きたいと思います。そして短い時間ですが4RCの皆
さまと楽しく語り合い、更に友情を深めることがで
きれば幸いと存じます。
それでは只今より4RC合同例会懇親会を開会致し
ます。
■乾杯
名南 RC 会長 太田 敦士さん
先程も幹事の方から少しお話を
させていただきましたが、再来週
は私共名南RCの20周年記念例会
となります。
当然ここでの乾杯の目的は、こ
こにお集まりの皆さま方のご多幸
とご健勝を祈ってということです
が、我々の20周年も何とか無事に
終わるようにという願いも込めさせていただきたい
と思います。
皆さまのご多幸ご健勝を祈りまして、乾杯！
■次期ホストクラブ会長あいさつ

東南 RC 会長 山口 剛男さん
今日の日経新聞に200年企業と
いう記事が載っていたと思いま
す。今日の話ではありませんが、
私の懇意にしている会社がその
200年企業に紹介されました。そ
の社長にそのお話をしましたら、
彼はその取材の記者に「200年以
上続いている企業に共通するこ
とは何かありますか？」という質問をされたそうで
す。記者は、創業の時の仕事と現在の仕事が同じと
いう企業は本当に少なく、ほとんどが現在は創業の
時の仕事とは全然関係無い仕事になっていると言わ
れたそうで、「やはり時代の変化に素早く対応する
企業が、現在まで生き残っているのではないか」と
いう話をしておりました。
では、ロータリーはどうかというと、ロータリー
は100年ちょっとですが、振り返ってみますとやは
り変わっております。まず一番変わったと思うの
は、創立当時から長年続いていた1業種1名という縛
りが現在では無いことです。また、設立から最近ま
で男性ばかりでしたが、現在では女性会員を受け入
れることを奨励していることです。

本日ご出席の皆さまの会社と4RCの今後100年に、
皆さまがその時代の変化に対応しながら、益々繁栄
して成長されることを祈念しまして。また、来年は
東南RCの当番になりますので、是非とも来年のこの
4RCにも皆さま全員出席していただくことをお願い
申し上げまして私の挨拶と致します。どうもありが
とうございました。
■閉会あいさつ 南 RC 副会長 落合
肇さん
楽しく懇親の和を広げていただきまして、あっと
言う間に2時間が過ぎました。皆さま楽しんでいた
だけましたでしょうか？
先程の挨拶の中で名南RCが20周年と言われまし
た。おめでとうございます。実は私共南RCも来週
55周年になります。今日は会長の肝いりでサザン・
シープの演奏を楽しんでいただいたわけですが、
アンコールと言われてもレパートリーがそこまでは
無いようでご無礼しました。サザン・シープには、
我々南RCの家族会や交流の場に登場していただきま
して非常に和気あいあいの中で楽しく進めさせてい
ただいております。そういう意味で、来年のホスト
は東南RCですが楽しみにしたいと思っております。
丁度季節の変わり目ですので、皆さま体調には充
分留意していただきまして、今後の活躍をお願いし
たいと思います。本当に楽しい懇親会でございまし
た。来年東南RCのホストでの4RC合同例会にまた会
いましょう！

アトラクション
サザン・シープ
（南 RC 有志バンド）

▲
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第 943 回例会（2 月 22 日）のご案内
創立 20 周年記念例会
於：名古屋マリオットアソシアホテル
16F「タワーズボールルーム」
受付 16：30 〜 式典 17：30 〜 祝賀会 18：45 〜

