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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

第 2511 回例会 №1
2018 年(平成 30 年)7 ⽉ 6 ⽇(⾦) 晴
「君が代」「奉仕の理想」

出席報告
会員 71 名中 出席 51 名 出席率 71.83％
前々回修正出席率 100％
○ゲスト 名古屋中央 RAC 会⻑
村⽥
諒君
⽶⼭奨学⽣ グエン・ダウ・ハイ・ゴック君

R.I．会長 バリー・ラシン

名古屋みなとロータリークラブ⽅針
１）肩の⼒をぬいてありのままのロータリー
２）クラブメンバーファースト
３）明るく楽しく前向きに
４）４つのテストの再確認

会長･幹事バッジの引継ぎ
前会長･幹事にバッジの贈呈

会長挨拶
「挨拶」とは
新たに顔を合わせた際
や別れ際に⾏われる、礼儀と
して⾏われる、定期的な⾔葉
や動作の事を指す。また式典
などで礼儀的に述べる⾔葉
をいうこともある。⽇常⽣活
には⽋かせない⼈と⼈とが
気持ち良く⽣活できる⾔葉でもある。
１年間会⻑を務めさせていただきます⽥島伸也で
ございます。年齢は６３歳、妻１⼈⼦供２⼈孫１⼈、
現在は妻と２⼈仲良く平和に暮らしております。
５３代と⾔うことで、歴代総理⼤⾂で⾔いますと、
鳩⼭⼀郎、歴代横綱で⾔いますと琴桜であります。そ
れでどうしたと⾔うことはありませんが、私は私で頑
張りますのでどうぞよろしくお願いします。
私の⾜らざる所は、棚橋幹事及び理事役員の⽅々が
バックアップしてくださると信じております。それと
メンバー1 ⼈１⼈の皆様の御理解、御協⼒が必要不可
⽋であります。寺本直前会⻑から芹澤会⻑エレクトへ
と、うまくバトンタッチできればと思っております。
改めまして、１年間どうぞよろしく⼼からお願い申し
上げます。クラブ⽅針は次の４項⽬を重点としたいと
思います。

入会式
⽒
名 藤掛誠⼀郎
⽣年⽉⽇ 1967 年 10 ⽉ 4 ⽇
紹介者
中井 規博
野崎
修
事業所
㈱トレネッツ
代表取締役
〒462-0841
名古屋市北区⿊川本通 4-31-1
電話 052-910-3777
fax 052-910-3778
職業分類 セキュリティシステム
趣
味 野球、釣り、飲⾷
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委嘱状伝達 新入会員カウンセラー
早瀬 鎌行君

奨学金贈呈・近況報告
⽶⼭奨学⽣ グエン ダウ ハイ ゴック君

７月
誕生日祝福

(新年度、役員の皆様頑張ってください) 中村君
(⽥島丸、出航おめでとうございます。1 年間よ
ろしくお願いします)
梅⽥君
(⽥島年度ご苦労さんです)
早瀬君
(⽥島会⻑の熱い思いでニコ BOX 委員会が復活
しました。どうかニコ BOX にご協⼒をお願いし
ます。また、7 ⽉ 4 ⽇は私の誕⽣⽇でした)
加藤(茂)君
(新年度、おめでとうございます)
⼭川君
(本年度もよろしく)
渡辺君
(⽥島会⻑、棚橋幹事、頑張って下さい) 寺本君
(⽥島会⻑、棚橋幹事、1 年間頑張って下さい)
髙⽥君
(ローターアクトにご⽀援いただきありがとうご
ざいます。本⽇息⼦が発表します。宜しくお願い
します)
村⽥君
(藤掛君、⼊会おめでとうございます。また、1 年
間よろしくお願いします)
中井君
(いよいよ⽥島年度のスタート、おめでとうござ
います。1 年間勉強させていただきます)⻑瀬君
(⽥島会⻑、1 年間ご苦労様です。応援します)
河野君
(⽥島会⻑、1 年間宜しくお願いします) ⽥中君
(本⽇⼊会させていただきました。末永くよろし
くお願い致します)
藤掛君
(夫⼈誕⽣祝)
住⽥君、髙⽥君、⻑瀬君
本⽇合計 461,000 円

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・委員長就退任、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。
(新年度の発⾜に当り、⽥島新会⻑のもと、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。寺本直前会⻑ご苦労様でした)
名誉会員 杉浦 弘君
(⾜らざるところが多い会⻑です。1 年間どうぞよろ
しくお願いします)
⽥島会⻑
(1 年間よろしくお願い致します)
棚橋幹事
(伸ちゃん先⽣の会⻑就任おめでとうございます。
ご活躍を祈念いたします)
深⾕君
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新年度方針発表
① クラブ会長方針

⽥島 伸也君
１）肩の⼒をぬいたありのままのロータリー
決して逃げているわけではありません。私の出
来うる事を着実に遂⾏するという事です。できな
い事は無理強いしない。奇をてらう事なく、あり
のままでステディーに事業を⾏っていこうと思
います。（できない事はメンバーの協⼒を仰ぐ）
２）クラブメンバーファースト
奉仕活動を考えるに、まず⾃分の⾝近なところ
で奉仕する。すなわちこれは職業奉仕の理念につ
ながるのですが、⾃分の会社、組織をしっかり経
営し、適正な利潤を得る。これが職業を通じ社会
に奉仕する第⼀歩だと考えます。その為にはメン
バーが寄り添い、助け合い、融通し合うことが⼤
切だと思います。平たく⾔えば、メンバー同志ク
ラブ内で内需拡⼤を図ることです。その結果その
集合体として社会奉仕、国際奉仕へとつながるの
が理想だと考えます。クラブ奉仕、親睦活動はそ
の潤滑油となるべき存在です。

３）明るく楽しく前向きに
これは読んで字のごとくです。とにかく明るく楽し
くなければロータリーではありません。しかも前向き
で⾏きましょう。
４）４つのテストの再認識
ロータリー活動、奉仕活動を円滑に⾏うためにこの
４つのテストを活⽤することは⾮常に有意義であると
考えます。また改めまして、この４つのテストは取り上
げたいと思っております。４つのテストを再認識し、ロ
ータリーを実のあるものにしましょう。

② 新年度方針

幹事 棚橋

顯君

私は本⽇より⼀年間幹事の
⼤役を務めさせていただく棚
橋でございます。
幹事としての私の役⽬は⽥島
会⻑を全⼒で⽀え、想いを実
現させるための⼿⾜となって
動き回ることだと思っており
ます。今年度の強烈な顔ぶれの役員・理事・委員⻑の
⽅々と連携し、本年度の重点⽬標である肩の⼒を抜い
た「ありのままのロータリークラブ」を念頭においてク
ラブ運営を⾏っていきますので、皆様の積極的なご参
加とご協⼒をお願いいたします。
本年度の活動の特徴を３点程申し上げます。
〇活⼒と魅⼒ある例会
例会数を昨年度の 44 回から 40 回に変更いたしまし
た。⾷事内容の⾒直し等、より充実した内容の例会運営
に努めてまいります。
本⽇、皆様に「家族の集い」のご案内を配布しました。
ご夫⼈ご家族をお誘いいただき多数出席くださいます
ようお願いいたします。
通常の例会につきましても、今年度の親睦活動委員
会は中井委員⻑、加藤嗣郎副委員⻑という、⽥島会⻑の
「明るく楽しく前向きに」という想いを体現するお⼆
⼈にお任せしております。復活させたニコボックス委
員会の加藤茂春委員⻑へのご協⼒ともどもよろしくお
願いいたします。
〇東北復興⽀援事業の継続
「雄勝⽯の産地再⽣と東北・みやぎ復興マラソンの
運営⽀援」として雄勝硯⽣産販売協同組合に新たな商
品の開発製造のためのレーザー加⼯機を寄贈します。
すでに機械は納⼊設置がされ稼働していますが、杉江
会⻑年度に多くの会員の皆様と⼀緒に植樹をした東松
島の防災林の成⻑確認を兼ねて、８⽉１⽇に現地へ９
名の会員の⽅々と訪問して贈呈式を開催する予定で
す。

そして、このレーザー加⼯機によって作られた
雄勝⽯の完⾛メダル（Finisher Stone）がフルマ
ラソン完⾛者に贈られる東北・みやぎ復興マラソ
ン 2018（10/14 開催）に参加するとともに、運
営⽀援としてブースを設けて「⻘柳ういろう for
アスリート」3000 個をランナーに配布します。マ
ラソンエントリーの締切りは今⽉末になっており
ますので、まだ間に合います。皆様奮ってご参加
ください。またマラソン参加以外での企画も検討
中ですのでよろしくお願いいたします。
〇分区内交流活動
地区⽅針の⽬⽟である活動です。⼊会３年未満
の会員が先輩会員とともに分区内の他クラブの例
会にビジターとして出席することにより、多様な
クラブ、多様な例会があることを知り、⾃らのク
ラブ運営に⽣かすとともに交流の輪を広げようと
いうことです。３年未満の会員のビジターフィー
は地区が負担してくれます。第 1 回として 7/10
（⽕）名古屋ロータリークラブの例会に会⻑・幹
事他３名の会員で出席します。スピーカーは衆議
院議員⽯破茂⽒です。
私は今年還暦を迎え、その節⽬の年に幹事に就
任させていただきました。この⼀年間よろしくお
願いいたします。

ご挨拶
名古屋中央ローターアクトクラブ
会⻑ 村⽥
諒君
今期名古屋中央ローター
アクトクラブの会⻑を務め
ます、村⽥ 諒と申します。
本⽇は挨拶の時間をいただ
き、誠にありがとうございま
す。
名古屋中央ローターアク
トクラブは今期、男性６名、⼥性７名の合計１３
名で活動スタートとなりました。
今期のクラブテーマは「探求」の⼆⽂字とさせ
て頂きました。
ローターアクトに⼊会している⽅は必ず普段の仕
事もしくは学業があります。様々な環境で働いて
いる⼈を結びつけるのがローターアクトの特徴の
１つです。
様々な背景の中で⼊会している⼈がいる以上、⼈
それぞれに⼊会している⽬的があると思います。
例えば、⾃⼰の能⼒を⾼めたい・友達を多く作り
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たい・奉仕活動をしたいなど。今期は会員それぞ
れが⽬的を探し求めて、達成をしてほしい。その思
いを込め、今期のテーマを探求といたしました。
名古屋中央 RAC の会員数は現在１３名と RAC と
しては決して少ない⼈数ではありませんが、毎年、
就職のタイミングや仕事の都合で退会される⽅も多
く、会員の増強は永遠の課題となっています。
会社の社員様やご⼦息様で適齢の⽅がいらっしゃい
ましたら是⾮紹介していただきたく思っております
ので、よろしくお願い致します。
本年度、私も精⼀杯この役職を務めてまいります
ので、今後も皆さまのご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

⽉

前年度臨時理事会
と き 6 ⽉ 29 ⽇(⾦)
出席者 寺本会⻑以下 13 名
審議事項
退会届承認の件（籠橋 隆明君）
最終例会終了のため、電⼦臨時理事会にて審議
・・・全員承認にて、可決。
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休

27

卓話

3

港友例会

10

卓話

17

休

24

前年度会計報告

31

例会変更 「家族の集い」
18：00 ザ・コンダーハウス

7

卓話
ロータリーの友編集⻑ 野崎

14

敬⽼例会

21

渡邉ガバナー補佐訪問

28

休

5

村井ガバナー公式訪問
名古屋瑞穂 RC と合同例会

12

休

19

卓話

26

例会変更 「WFF 参加」
10 ⽉ 27 ⽇ 1１：３0
久屋⼤通り公園
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港友例会
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第 1 回理事会
と き 7 ⽉ 6 ⽇(⾦) クラブアッセンブリー終了後
ところ 17 階「楠」
出席者 ⽥島会⻑以下 12 名
協議事項
1. 分区内交流の件（別紙・資料）
今年度ガバナー⽅針により、⼊会 3 年未満の会
員が分区内１２クラブの例会へ出席するよう、
理事役員が分担して引率する。⼊会 3 年未満の
会員のビジターフィーは地区が負担する。
審議事項
1.2021〜22 年度ガバナー候補推薦の件
クラブとして候補者を⽴てることは継続して検
討していくが、その前提となる組織環境整備を
優先すべく、
「ようこそ例会」等を活⽤した会員
増強に注⼒することに決定。
2.「⽴法案」提出の件
現時点で、提出すべき案件は特になし。
報告事項
1.財団補助⾦事業の件
レーザー加⼯機の納品は既に完了しており、あと
は 8/1 の贈呈式を迎えるのみの段階。マラソンに
ついては、今⽉末まで参加者を募る。
2.退会者の件
6 ⽉末⽇付けで籠橋 隆明君が退会。

20
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8
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今後の例会予定

日

9
11
16

会
「⾃⼰紹介」

「⾃⼰紹介」

橋本

美穂さん

加藤

昌哉君

会

恭⼦さん

会

会
⽶⼭記念奨学委員会

卓話
第 2760 地区パストガバナー
第 2 ゾーン ロータリー財団
地域コーディネーター補佐
服部 良男君
例会変更 「地区⼤会」
10 ⽉ 18 ⽇(⽇) 蒲郡市⺠会館

23

休

30

卓話

会
ロータリー財団委員会

