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ROTARY CONNECTS THE WORLD

ロータリーは世界をつなぐ

第 2551 回例会 №1
2019 年(令和元年)７⽉ 5 ⽇(⾦) 晴
「君が代」「奉仕の理想」

出席報告
会員 69 名中 出席 49 名 出席率 70.01％
前々回修正出席率 100％
〇ゲスト ⽶⼭奨学⽣ 冀 媛媛さん
名古屋中央 RAC 会⻑ ⿊⽥覇太朗君
幹事 ⽴⽯ 道⼦さん

幹 事 長 瀬 廣 幸

広報･雑誌・会報委員長 加 藤 茂 春

R.I．会長 マーク・ダニエル・マローニー

こちらのボックスに⼊れて頂こうというもので
す。
そして、例会開始までの会場の雰囲気をよくす
るために BGM を流し、開会 5 分前にはベルを鳴
らします。
なお、新年度⽅針につきましては後ほど発表い
たしますので以上で会⻑挨拶とします。

奨学金授与・近況報告
⽶⼭奨学⽣ 冀

媛媛さん

会長挨拶
新しい元号である令和での
初の年度ということになりま
す。
その新しい年度で当名古屋み
なとロータリークラブ第 54
代会⻑を務めさせていただき
ます芹澤です。
歴史と伝統ある我がみなとクラブで会⻑を拝命する
と⾔うことは誠に光栄であると同時にその責任の重さ
に⾝が引き締まる思いです。
何分にも浅学⾮才ではありますが、当クラブの歴史と
伝統を重んじ、ロータリーの⽬的をしっかり⾒据えた運
営を⻑瀬幹事および理事役員の皆さんとともに精⼀杯
務めさせて頂きます。どうか会員の皆さんのご⽀援、ご
協⼒を賜りますようよろしくお願いいたします。
また、今年度はロータリーの基本である例会の雰囲気
を楽しい中にも品格のあるものにしたいとの私の思い
を少し取り⼊れさせて頂きました。
お気づきと思いますが点鐘の位置を演台からこちら
のテーブルへ移しましたが、これは時間を少しでも短縮
するためです。⽥島直前会⻑で往復 13〜14 秒かかって
ましたのでその時間を短縮しようということです。
また、受付に Excuse Box なる箱を設置しましたが、こ
れはニコボックスとは趣旨の違う例えば遅刻、早退、バ
ッジの付け忘れなどいわゆる罰⾦的要素の多いお⾦を

７月
誕生日祝福
3 ⽇⼩川君、4 ⽇梅⽥君、加藤(茂)君、
5 ⽇住⽥君夫⼈、⾼⽥君夫⼈、８⽇⻑瀬君夫⼈、
15 ⽇関⼝君夫⼈、16 ⽇杉江君夫⼈、22 ⽇野村君

結婚記念日祝福
6 ⽇⾼⼭君

ニコ BOX
新年度第 1 例会で役員・理事・委員就退任、年
間 100％出席達成・未達成、家庭集会・RAC 例会
⽋席などご協⼒ありがとうございました。
(新年度発⾜にあたり芹澤会⻑のもと名古屋みな
とロータリークラブの益々の発展をお祈り申し上
げます。⽥島直前会⻑⼀年間ご苦労様でした)
名誉会員 杉浦 弘君
(令和の初の年度です。会員の皆様⼀年間ご⽀援、
ご協⼒をお願いします)
芹澤会⻑
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(本年度、幹事の⼤役を務めさせていただきます。全
⼒で芹澤会⻑をお⽀えし、楽しい 1 年とできますよ
う努⼒いたしますので、皆様のご協⼒を賜りますよ
うどうぞよろしくお願いいたします)
⻑瀬幹事
(本年もよろしくお願いします）
住⽥君
(芹澤年度がスタートしました。会員の皆様のご協⼒
を重ねてお願い申し上げます)
岩佐君
(昨⽇誕⽣⽇でした。アメリカ独⽴記念⽇と⼀緒で
す)
加藤(茂)君
(芹澤会⻑、⻑瀬幹事、新年度頑張って下さい)
寺本君
(芹澤会⻑、⻑瀬幹事、おめでとう)
髙⽥君
(社会奉仕委員⻑として新年度⽅針報告をさせてい
ただきます。よろしくお願いします)
⼭内君
(新年度スタートおめでとうございます。芹澤会⻑、
⻑瀬幹事、1 年間よろしくお願いします)
室原君
(祝︕芹澤年度スタート)
棚橋君
(杉江さん、アスラックでお世話になります。よろし
くお願いします)
中井君
(芹澤年度スタートです。本年も宜しくお願い致しま
す)
野崎君
(芹澤会⻑、⻑瀬幹事、1 年間よろしくお願いします)
加藤(昌)君
本⽇合計

451,000 円

新年度方針発表
① クラブ会⻑⽅針
芹澤 謙⼀君
この度、令和の初年度になります 2019~2020 年
度名古屋みなとロータリークラブ第 54 代会⻑を仰
せつかり、⼤変光栄であるともにその責任の重さに
⾝が引き締まる思いです。
浅学菲才ではありますが当クラブの歴史と伝統を
重んじロータリーの⽬的をしっかり⾒据えた運営を
精⼀杯務めさせて頂きますので会員の皆様のご協
⼒、ご⽀援を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上
げます。
マーク・ダニエル・マローニーRI 会⻑のテーマ
[ Rotary Connects The World ]
「ロータリーは世界をつなぐ」
ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、寛⼤
な⼈々が⼿を取り合い、⾏動を起こすためのつなが
りを築いて⾏きましょうと述べられています。
第 2760 地区 伊藤靖祐ガバナー 地区活動⽅針
「グローバルに考え、地域社会とつながり、ロータ
リーを成⻑させよう」
〜ポスト平成のクラブをデザインしよう〜
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ロータリークラブは 5 つの中核的価値観をベー
スにさらに踏み込んだ「知的多様性」と従来のロ
ータリークラブの公共イメージの向上とともに
ロータリーを成⻑させていくことが重要と強調
されています。
年度⽅針
【温故知新】
名古屋みなとロータリークラブの歴史と伝統
を尊重しつつ、現在の姿を⾒つめ、新しい時代に
対応出来るような柔軟性のあるクラブを⽬指し
持続可能な成⻑に繋げる。
重点⽬標
・秩序を保った品格のある例会の運営（Ｓ.Ａ.Ａ.
の強化）
・東北復興⽀援事業（地区補助⾦活⽤）
・ロータリー財団，ポリオ撲滅への協⼒
・ワールド・フード＋ふれ愛フェスタ（WFF）へ
の参加
・会員増強，退会防⽌，研修の充実（若い会員及
び⼥性会員）
・地区事業への積極的参加（地区⼤会、ＩＭ、地
区研修協議会）
・将来に亘ってのクラブの基盤作り（戦略委員
会・各委員会の効果的運⽤）
・広報の強化（クラブ内外へ向けてのホームペー
ジ刷新）
・55 周年、60 周年、未来へ向けてみなとＲＣの
クラブ歌の制作
・RI 会⻑賞、ガバナー特別賞への挑戦
・国際⼤会への参加

② 新年度事業説明

⻑瀬 廣幸君
本⽇より 1 年間、幹事
という⼤役を仰せつかり
ました⻑瀬でございま
す。
⼊会してまだ７年⽬で、
諸先輩⽅が⻑年に亘り紡

いでこられた歴史と伝統のあるこの名古屋みな
とロータリークラブを、芹澤会⻑を全⼒でお⽀
えしつつ、皆様に楽しんでいただけるような年
とすべく精励して参りますので会員の皆様の絶
⼤なるご協⼒をよろしくお願い申し上げます。
今年度の事業実施カレンダーの中から主だっ
た事業について、ご紹介申し上げます。

① 仙台・野々島東北復興⽀援事業 8/23〜24
② ガバナー補佐訪問 / クラブアッセンブリー
9/27
③ ガバナー公式訪問 ３クラブ合同例会 10/11
④ ワールド・フード＋ふれ愛フェスタ(WFF)
10/12
⑤ Partner's Night
10/25
⑥ RI 第 2760 地区⼤会 11/10
⑦ 忘年家族会 12/20
⑧ ⻄名古屋分区 IM 2/27
⑨ 創⽴ 54 周年記念例会 4/24
今年度の例会数は上記を含めて「３８回」です。
芹澤会⻑⽅針である「温故知新」を旗印とし、柔軟
性を盛り込みつつ、皆様に楽しんでご参加いただけ
るよう、理事役員の皆様と⼒を合わせて企画運営し
て参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

③社会奉仕委員長

⼭内

靖雄君

本年度の活動⽅針・実施
計画につきましては、クラ
ブ計画書に記載のとおりで
ございますが、特に名古屋
⻄養護学校におけるクリス
マス⾳楽会の開催と東北震
災復興への⽀援事業が主た
る事業となります。
東北⽀援活動においては、芹澤年度の⼀番のビッ
グイベントであります。
会員の皆様には 8 ⽉ 23 ⽇・24 ⽇のご案内が既に
届いていると思います。今回は、野々島地区の環境
整備とともに、我がクラブ 50 周年事業において実
施されました「みなと友愛の森」の⾒学、さらにト
ラグルメ会共催の⾷事会と仙台観光が併せて計画さ
れております。
多数のご参加とご協⼒の程、よろしくお願い申し
上げます。

名古屋中央 RAC 会⻑ ⿊⽥覇太朗君
本⽇はいつもお世話になっている提唱ロータリー
クラブの皆様に挨拶と、軽く新年度の⽅針について、
お話させて頂きたいと思っております。
まず名古屋中央ローターアクトクラブの新年度活動
の初めのはじめとして、皆様にこの場を借りて改め

ご挨拶

て周知したいのは、当ク
ラブの例会場、いわゆる
本拠地が中区名古屋クレ
ストンホテルから千種区
今池ガスビルに移転した
ことについてです。この
決定に⾄る契機としては
予算の問題がありましたが、それはあくまでも⽬
の前の解決しなければいけない短期的な視野の
なかでの課題であり、当然、この決定に関しては
より⻑期的な視野に基づいたローターアクトク
ラブがどうあるべきか、今後どう変わっていくべ
きかという理念に関わる問題と向き合った結果
の決定でもありました。
また、ロータリーインターナショナルの新しい⽅
針として、ローターアクトクラブを RI の加盟ク
ラブとして加えるという決定もございました。と
は⾔え従来通りに提唱ロータリークラブのご⽀
援、補助をもとに活動をしていくことには、今の
ところ変更はないようですが、ある種の⾃⽴とい
ったものは⽬指して少しずつ変わっていかなけ
ればならないと、我々なりにそれら新しい⽅針を
咀嚼し、解釈して、クラブ運営に向き合っていく
必要性を強く感じているところです。
当クラブは、例会場の外に出て地域あるいはそ
れに繋がる国際社会に奉仕する、あるいは、そう
いった活動の基本となる友情の精神、つまりは、
周囲の⼈々にクラブ員それぞれが親切な思いや
りの⼼を持つという基本精神を養うための奉仕
事業及び親睦事業を徐々に増やしていくつもり
です。
また、漠然とした⽬的意識だけ持っていても成果
には繋がらないですから、それら⽅向性に向かっ
ていく強い⼒を⽣むために当クラブは、ロータリ
ーインターナショナルが設けるローターアクト
クラブを対象とするロータリー賞の受賞を達成
することを必達⽬標として掲げて本年度は精⼒
的に活動を⾏うつもりであります。そして、あく
まで努⼒⽬標項⽬としてですが、より達成難易度
の⾼い会⻑特別賞についても視野に⼊れた活動
運営を⾏う⽅針です。
これについては当クラブのクラブ計画書内に
各受賞要件項⽬や具体的な⾏動計画について記
載があります。簡単に⾔えば会員増強であった
り、地域奉仕事業の運営であったり、SNS を通
じたそれら活動の周知であったりをきちんと⾏
うことが受賞の要件となっております。
また、話は本年度より今池ガスビルに例会場を
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移転したことに戻りますが、今池という街は良い飲
⾷店がたくさんあります。
実際に、新⼊会員候補の⽅がビジターとして例会に
来てくれて、閉会後いかにスムーズに親睦会の場に
誘導出来るかというのが、⼊会して頂けるかどうか
に⼤きく関わっているのは紛れもない事実であり
ます。
なので、当クラブの裏の⽬標として例会後の懇親会
の開催率 100%を達成する⽅針を掲げております。
先⽇の第⼀回例会では岡⽥様、中井様、懇親会へ
のご参加ありがとうございました。今後も積極的に
ロータリアンの参加をお待ちしておりますし、必ず
お誘いします。この施策が功を奏し、当クラブでは
今期の新⼊会員がすでに 3 名増えることが内定して
おります。ちなみに、先ほど紹介したロータリー賞
会⻑特別賞における会員増強に関する項⽬では純
増 5 名の達成が受賞要件となっております。
この場を借りて提唱ロータリークラブである名古
屋みなとロータリークラブの皆様に⼀つお願いを
したいことがあります。18 歳から 30 歳の若者で、
名古屋近郊在住の⼈間が、家族の⼀員、あるいは若
⼿社員のなかにいるならば、ぜひ名古屋中央ロータ
ーアクトクラブの例会にお誘いください。当クラブ
は今⾮常に勢いがありますので、⼊ったら後悔させ
ない⾃信があります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
それではこれをもって、新年度の⽅針発表を終えた
いと思います。ご清聴ありがとうございました。

第 1 回理事会議事録
と き 7 ⽉ 5 ⽇(⾦) 14︓30〜15︓30
ところ 17 階「桐」
出席者 芹澤会⻑以下 12 名
1.審議事項
（1）2021〜22 年度ガバナー候補推薦の件
9/6 締切 ガバナーを出すには会員が 80 名
は必要 地区に 25 名取られるとクラブ運営
が厳しい。今回は⾒送って 7 年後に回ってく
るときまでに準備をして⾏くとの事。
(2) 「⽴法案」提出の件
8/31 締切 3 年に⼀度ある規定審議会に向
けて何か提案があれば提出をして下さい。
2.報告事項
（1）2019 年規定審議会「クラブと地区に関す
る重要な変更」についての件
メーキャップを同年度内に⾏う→当クラブ
は変更せず前後 2 週間のメーキャップでい
くことの確認
（2）東北復興⽀援事業の募集・参加状況
現在 17 名 奥様の申し込みも OK。
25 名を⽬標にしていく。
（3）WFF の件 例年通り例会変更にして 10
⽉ 12 ⽇(⼟)に開会 チケットは会員分を
購⼊済
3.その他 年間事業予定の確認。出席義務者の
出席の徹底。
岸上 泰道君は 6 ⽉ 25 ⽇
(⽕)急逝されました。
7 ⽉ 5 ⽇の例会前に故⼈
を偲んで黙とうを捧げまし
た。謹んでご冥福をお祈り
いたします。

第 1 回クラブアッセンブリー議事録
と き 7 ⽉ 5 ⽇(⾦) 13︓30〜14︓30
ところ 17 階「桐」
出席者 芹澤会⻑以下 18 名
1 委員⻑から事業計画の説明
クラブ計画書に基づき順次説明
特記事項
【広報・雑誌・会報委員会】HP を会員企業に
発注し刷新 加藤(茂)君
【会員増強・職業分類委員会】岸上さん、内藤
さんのご⼦息への⼊会アプローチ
会員増強のためには⼊会しやすいよう⼊会⾦の
値下げなど改⾰が必要ではないかとの提案があ
り、⼊会⾦は下げられないがクラブ戦略委員会
でも議論をしていく意向。
2 次回クラブアッセンブリ― 9 ⽉ 27 ⽇
伊藤ガバナー補佐訪問なので必ず出席する事。
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⽉

今後の例会予定

日

19

休

26

卓話
「熱中症の予防と対策について」
会員 菅
栄君

2

港友例会

7

9

会

卓話「⾃⼰紹介」

8
16

休

会

23

休

会

松本
久君
⼩川 晶露君

