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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

第 2512 回例会 №2
2018 年(平成 30 年)7 ⽉ 13 ⽇(⾦) 晴
「奉仕の理想」

R.I．会長 バリー・ラシン

披露 2017～18 年度ガバナー賞

第 1 回クラブフォーラム
出席報告
会員 71 名中 出席 54 名 出席率 76.06％
前々回修正出席率 100％
○ゲスト ⾦沢みなとＲＣ会⻑
藤井佳代⼦さん
幹事
⻘江 栄治君

バナー披露

八幡南ＲＣ
（6 ⽉ 22 ⽇）波多野直之君

会長挨拶
本⽇は⾦沢みなとロータ
リークラブの藤井佳代⼦会
⻑と⻘江栄治幹事が当クラ
ブにお越しいただいており
ます。ここで⾦沢のことにつ
いて少々お話します。
⾦沢
江⼾時代には、江⼾幕府を除いて⼤名中最⼤の１０
２万５千⽯の⽯⾼を領した加賀藩（加賀百万⽯の城下
町）として栄え、⼈⼝規模では江⼾、⼤阪、京の三都
に次ぎ、名古屋と並ぶ⼤都市であった。第⼆次世界⼤
戦中にアメリカ軍からの空爆を受けなかったことか
ら、市街地に歴史的⾵情が今なお残っている。
「⾦沢」と⾔う都市名は、
「昔⼭科の地（現⾦沢市郊
外）に住んでいた芋掘り藤五郎が⼭芋を洗っていた所
砂⾦が出たため、⾦洗いの沢と呼ばれた」という伝説
による。
賤ヶ岳の戦い以後、「尾張国出⾝の前⽥利家が⾦沢
城に⼊り加賀藩の原型が形成された。

ニコ BOX
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。
(皆様、本⽇はお邪魔します。次回、また⾦沢で皆様
と会えることを楽しみにしています)
⾦沢みなとＲＣ会⻑
藤井佳代⼦さん
幹事
⻘江 栄治君
(友好クラブである⾦沢みなとＲＣの藤井会⻑、⻘江
幹事が訪問されました。ありがとうございます)
⽥島会⻑
(⾦沢みなとＲＣ藤井佳代⼦会⻑、⻘江栄治幹事よう
こそいらっしゃいました。新年度早々のご訪問あり
がとうございます)
棚橋幹事
(寺本前会⻑、柳澤前幹事ご苦労様でした) 酒井君
(ワイン会で皆様に⼤変お世話になりました！)
梅⽥君
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(⽥島会⻑、棚橋幹事の船出を祝して)
杉江君
(副会⻑を仰せつかりました。⼀年間よろしく御願
いします)
菅君
(⾦沢みなとクラブの藤井会⻑、⻘江幹事ようこそ
お越し下さいました。本⽇はよろしくお願い致し
ます)
芹澤君
(⾦沢みなとＲＣの藤井会⻑、⻘江幹事ようこそ当
クラブにお越しいただきご歓迎申し上げます。今
⽇は社会奉仕委員会の⾏事予定等を報告させて頂
きますので宜しくお願い致します) 吉⽥(利)君
(早瀬君いつもお世話になっています)加藤(茂)君
(久しぶりにニコＢＯＸの発表を担当させていた
だきます)
⼭川君
(⾦沢みなとロータリークラブ藤井会⻑、⻘江幹事
ようこそいらっしゃいました)
寺本君
(第⼀例会⽋席しました)
⼭⽥(豊)君
(ニコＢＯＸに協⼒します)
栢森君
(藤井会⻑、⻘江幹事本⽇はようこそお越し下さい
ました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい)
⻑瀬君
(⽥島年度の第 1 回例会は失礼しました。本年度は
陰で協⼒させていただきます。余り“いじらない”
で下さい)
野崎君
(7 ⽉ 10 ⽇名古屋ＲＣ例会に出席して参りました。
ありがとうございました)
寺⻄君
(名古屋ＲＣ例会に出席してきました)
⽥中君
(夫⼈誕⽣祝)
杉江君
本⽇合計
累
計

141,000 円
602,000 円

棚橋
顯君
7 ⽉ 10 ⽇に新会員・寺⻄⾼⼦さん、神⾕親宏
君、⽥中清貴君に⽥島会⻑と私が同⾏して名古屋
クラブを訪問しました。卓話は衆議院議員 ⽯破
茂⽒「我が国の安全保障」でした。

幹事報告
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ご挨拶
⾦沢みなとＲＣ会⻑

藤井佳代⼦さん

第 1 回クラブフォーラム 新年度方針発表
① クラブ奉仕委員長

橋本 修三君

クラブ奉仕は、５⼤奉仕
のうちの⼀つです。当クラ
ブの細則によりますと、ク
ラブ奉仕の諸活動全部に
対して責任を持ちクラブ
奉仕内の委員会の仕事を
監督、調整する任務を持っ
ています。このような与えられた任務に基づき、
クラブ全体について伝統を重んじるとともに、活
⼒と魅⼒あるものを⽬指したいとおもいます。そ
して、明るく楽しい、かつ、充実したものしたい
と考えております。
本年度の会⻑⽅針は、肩の⼒を抜いた「ありの
ままのロータリークラブ」です。無理をせず、背
伸びをしないで⾃然体で進もうという⽥島会⻑
らしい⽅針であると思います。
そして、会⻑は重点⽬標の⼀つとして「活⼒と
魅⼒ある例会」を挙げておられます。この点につ
いては、例会の担当である親睦活動委員会の皆さ
んと相談をさせていただきながら進めたいと思
います。
また、同じく重点⽬標の⼀つである「会員増強・
退会防⽌」は、⾮常に重要な点であるものです。
ただ、即効性のある解決策はなかなか⾒当たらな
いのが現状です。魅⼒ある例会を継続していくこ
とが⾃然と退会を防⽌することができ、更には会
員増強もはかることにつながるものと思います
ので、皆様の御協⼒をお願いしたいと思います。

髙⽥

② 職業奉仕委員長

和裕君

本年度、職業奉仕委員⻑の
⾼⽥です。よろしくお願いし
ます。
職業奉仕は、ロータリーの
根幹と⾔われています。国際
ロータリー定款第４条ロータ
リーの⽬的第 2 に「職業上の
⾼い倫理を保ち、役⽴つ仕事はすべて価値あるものと
認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各⾃
の職業を⾼潔なものにすること；」とあります。
今年度の職業奉仕委員会の活動⽅針は「⾃⼰の職業
に従事する姿勢として、忠実に、誠実に⾃⼰の職業に励
めば、その結果は⾃ずと⼰の職業の繁栄に繋がり、引い
ては住みよい社会を創造する」とします。
実施計画として、これをクラブ会員に実践していた
だくように啓蒙活動を委員会全員でいたします。
また、職業奉仕⽉間に⻑年、地区の職業奉仕委員会で
活躍された関⼝委員に⼊会の浅い会員でも理解できる
卓話をお願いしています。
また、職業奉仕委員会から⽥島会⻑のメッセージを
強く発信します。

③ 社会奉仕・環境保全委員長

吉⽥ 利男君

この度、社会奉仕・環境奉
仕委員会委員⻑を努めさせ
ていただく吉⽥です。
今期の当クラブの社会奉仕
はガバナー⽅針でもある「あ
なたの街でロータリーを！
あなたの街からロータリー
を！」
・ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践を
しようと考え社会への貢献及び奉仕活動をクラブとし
てもう⼀度原点に返り、これからの社会奉仕と環境問
題を学んでいきたいと思います。また、地域からの情報
を取り⼊れクラブ⾏事に計画し、実施していきたいと
考えています。
実施計画は、東北震災復興への⽀援と地元クラブと
の協⼒。毎年実施している名古屋⻄養護学校でのクリ
スマス⾳楽会の開催。歳末助け合い募⾦への寄付。名古
屋中央ローターアクトクラブの献⾎活動協⼒。
愛知県の環境問題について「⼈と⾃然が共⽣する愛
知」
「実現と⽣物多様性の損失を⽌めるための具体的な
⾏動の展開」などの情報を収集し、クラブに周知してい
く。
愛知県の地震対策、アクションプランをクラブ会員

に伝える。以上なかなか難しい問題ですが、出来
る限り努めて⾏きたいと思いますので、皆様のご
協⼒をお願い致します。
また、今年もワールド・フード+ふれ愛フェスタ
に全員のご参加をお願い致します。

④ 国際奉仕委員長

髙村 芳⾏君
地区⽅針及び⽥島会⻑⽅
針に従い、国際奉仕を活性
化します。
国際奉仕の理解と活動を
推進します。
海外視察旅⾏を計画し、
海外 RC との交流・情報

交換を⾏い会員の⾒識を⾼め、親睦を図ります。
来年の 2 ⽉頃を予定していますので、皆様のご参
加をお願い致します。
「平和と紛争予防/紛争解決⽉間」に相応しい卓
話を⾏います。

⑤ 青少年奉仕・ローターアクト委員長
⼭内 靖雄君
この度、⻘少年・ロータア
クト委員⻑をつとめさせ
ていただきます。どうぞ
よろしくお願い申し上げ
ます。
この委員会の事業計画
につきましては、クラブ
計画書に記載のとおりとなっておりますが、具体
的にはまず第１に会員の皆様に RAC の例会に多
数参加していただき、RAC の活動に対し応援、指
導を依頼します。
各会委員⻑が積極的に出席会員の⼿配をお願いし
ます。出席割当表は各委員⻑に配布しました通り
でございます。また⻘少年委員会の委員 7 名も、
輪番で例会に出席する仕組みに致しました。
第２に、我がクラブは RAC を提唱して 43 年を
迎えます。そして現在では名古屋丸の内、名古屋
名駅クラブも提唱クラブとなりました。
昨年から 3 クラブ合同会議が⾏われております
が、本年も引き続き会議を開催し 3 クラブ協⼒関
係を築きながら、RAC の育成・指導体制を整えて
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まいります。尚、本年の主幹クラブは名古屋名駅 RC
となっております。
今後とも会員の皆様のご協⼒、ご⽀援をお願い申
し上げます。

⑥ Ｓ．Ａ．Ａ．

⽉

杉江 豊⽂君
8

金沢みなとＲＣとの懇談会
と き 7 ⽉ 13 ⽇(⾦)13：40〜14：30
ところ 17 階「楠」
出席者 ⾦沢みなと
会⻑ 藤井佳代⼦さん
幹事 ⻘江 栄治君
名古屋みなと 会⻑ ⽥島 伸也君
会⻑エレクト 芹澤 謙⼀君
直前会⻑ 寺本 善雄君
幹事 棚橋
顯君
副幹事 ⻑瀬 廣幸君
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港友例会
第 2760 地区地区⼤会ＰＲ

10

卓話

17

休

24

前年度会計報告
卓話 「⾃⼰紹介」

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

2

港友例会

9

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

16

例会変更 「地区⼤会」
10 ⽉ 18 ⽇(⽇) 蒲郡市⺠会館

23

休

30

卓話

9

「⾃⼰紹介」

加藤

昌哉君

会

藤掛誠⼀郎君

恭⼦さん

会

会

10

11
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今後の例会予定

日

⽶⼭記念奨学委員会

会
ロータリー財団委員会

