2019-20 年度地区方針「グローバルに考え

本 日

第２３４０回

地域社会とつながり

２０１９年７月１９日（金）

ロータリーを成長させよう」

No.２２２３

本日のプログラム Today's Program卓話担当者：プログラム・親睦活動各委員長
点

鐘

斉

唱

前 回

１２：３０

卓

「 四つのテスト 」 演

第２３３９回

加藤

清久

毎年、年度替わりし、ロ
－タリ－メンバ－の変遷を
観てきましたが、2 名の先
輩のことが偲ばれます。
お一人はＫさんと申さ
れ、ガバナ－経験者で、私
が幹事に指名された時、自
宅に呼ばれ２～３時間、ロ－タリ－の目的、クラ
ブの運営等一通り説教じみた教育を受けました。
若かった私は、一人前の人間を捕まえてどういう
失礼な人だろうと率直に思いました。
また、もう一人の方はＫ氏、いつも例会場で冗
談を云い、夜間例会、家族会になると、真っ先に
２次会に連れてゆき、
「君たち１万円出しなさい」
と、 徴収されれば、もう帰りなさい。

７月２７日（土）
例
夜間例会
（26 日振替）
会 担当者：親睦活動委員会
於：セルジョ
予 受付：PM5：30
点鐘：PM6：00
定

者：

〃

題： 「 各委員会事業説明 」

２０１９年７月１２日（金）

〇斉 唱：｢奉仕の理想」
〇出席者：会員 21 名中 18 名出席 出席率 85.71％
前々回補正出席率 6 月 21 日 95.24％
会長 荒井 康夫君
〇来訪者：瀬戸北 RC
瀬戸北 RC
幹事 伊藤 京子君
愛知長久手 RC 会長 中川 清子君
愛知長久手 RC 幹事 伊藤
真君
地区大会実行委員・名古屋清須 RC 幹事
辻
秀典君
地区大会実行委員
後藤
稔君

会長あいさつ

話

記

録

どうゆう無礼な人か、こんな人がロ－タリアンか
とつくづく呆れかえっていました。
しかし、今、自分が会長を拝命する立場になっ
て、静かに両氏を思い浮かべた時、両氏は、
「クラ
ブの発展、融和」ため手法を違えて諭されていた
のだ、そして、私は、その背中をみて育ってきた
のだと。
なんと、自分は「軽薄で浅はかであったか」と
痛感させられ、微力ではあるが、この教えを引き
継ぎクラブの発展のために頑張らねばいかぬと決
心した次第です。
「良いクラブを作ろう」とメンバ－の皆さんに問
いかけながら。

幹事報告
・7/6(土)第 1 回学友委員会 於ガバナー事務所
山田地区委員長 出席
・7/9(火)愛知長久手 RC 表敬訪問 於トヨタ博物館
加藤会長・舟橋幹事 出席
・7/9(火)中日新聞瀬戸支社表敬訪問 加藤会長、
舟橋幹事 訪問
・7/9(火)尾張旭市長表敬訪問 於尾張旭市役所
加藤会長・舟橋幹事 訪問
本日の会合：第 1 回戦略委員会・IM 実行委員会・
50 周年記念事業実行委員会
於尾張旭商工会館内 例会場 13:40～

８月２日（金）
８月９日（金）
卓話担当者：各委員長
卓話担当者：松永 洋子君
卓話者：
〃
卓話者： 未定
演題:｢各委員会事業説明｣ 演題:｢ 未定 ｣

８月１６日（金）
休会
（定款による）

ニコボックス
〇お世話になります。
瀬戸 RC 会長 荒井 康夫君
瀬戸 RC 幹事 伊藤 京子君
〇本日はお邪魔致します。どうぞ宜しくお願いしま
す。
愛知長久手 RC 会長 中川 清子君
愛知長久手 RC 幹事 伊藤
真君
〇本日は、地区大会の PR に参りました。どうぞよ
ろしくお願い致します。
名古屋清須 RC 幹事・地区大会実行委員
辻
秀典君
名古屋清須 RC 地区大会実行委員
後藤
稔君
〇瀬戸北 RC 荒井康夫会長、伊藤京子幹事、また、
愛知長久手 RC 中川清子会長、伊藤真幹事、よく
いらっしゃいました。今年よろしくお願いいたし
ます。
加藤 清久君、舟橋 龍秀君、飯田 幸雄君
井田 武憲君、江尻
豪君、岡本 和士君
桜井 雅博君、西尾 輝久君、古橋エツ子君
箕輪 良孝君、山田 直樹君
〇名古屋清須 RC 幹事、辻秀典君および後藤稔君、
よくいらっしゃいました。地区大会よろしくお願
いいたします。
加藤 清久君
〇本日より、会長あいさつをさせていただきます。
長年、生きてきた人生の経験等お話して、皆さん
のご参考になればと思っています。どうぞよろし
くお願いします。
加藤 清久君

瀬戸北RC・愛知長久手RC

表敬訪問

瀬戸北 RC 会長
荒井 康夫君(左)
瀬戸北 RC 幹事
伊藤 京子君(右)
愛 知 長 久 手 RC 会 長
中川 清子君(左)
愛 知 長 久 手 RC 幹 事
伊藤
真君(右)

地区大会RP訪問
地区大会実行委員・
名古屋清須 RC 幹事
辻 秀典君(右)
地区大会実行委員
後藤 稔君(左)
【地区大会日程】
日 時：2019 年 11 月 9 日(土)10 日(日)
場 所：ホテルナゴヤキャッスル
ホスト：名古屋清須ロータリークラブ

戦略･IM実行･50周年記念事業委員会
日時：2019 年 7 月 12 日（金）13：40～
場所：尾張旭市商工会館内 第 1 会議室
議題：１）RI 規定に関する件
・今後も引き続き検討。

２）創立 50 周年記念事業について
・今後も引き続き検討していく。
３）IM について
・各担当のスケジュールについて確認した。

卓話
「各委員長事業説明」
会計委員長 西尾 輝久
本年度の会計委員会の方
針は、①会計の透明②会員に
解り易く説明する。でありま
すので、その実行に向けて努
力していくつもりです。3 年
ほど前より前人の努力により会計の簡素化がはか
られて、現在は大変解り易くなっております。本年
度は 3 名の新会員を迎えることが出来、会計面では
大変助かるかと思います。そして、ニコボックス・
財団・米山・OFDY 月間には忘れずに多くの協力を
お願いします。50 周年に向けては全員より多額の
ご支援をお願いするつもりですので、よろしくお願
いします。
SAA 委員長 井田 武憲
SAA 委員長としは、一昨
年に続き 2 回目になります。
歴史ある当クラブの例会を
堅持しつつも、少人数であり
ますが女性会員も入会され
気楽（アットホーム的）な雰囲気に努めたいと思っ
ています。会場内では「交流の卓」を設けお茶を飲
みながらお菓子を食べながら談笑して頂きたいと
思います。月初めの例会では国歌「君が代」を斉唱
し、各例会ではロータリーソングを予定しておりま
す。委員会としてのお願いと再確認ですが、下記に
ご協力頂きたいと思います。
1、各委員会名入りタスキを着用してください。
2、ゲスト・来訪者のお茶の用意と食事の片付けは、
親睦活動委員・例会運営委員にてお願いします。
3､会場片付けは出来るだけ全員でお願いします。
4､欠席の場合は前日までに連絡をお願いします。
5､卓話時には私語を慎んで下さい。
この 1 年間よろしくお願いします。
クラブ奉仕委員長
森井 晴生
クラブ奉仕委員会を私の
理解の範囲でまず説明をさ
せて頂きます。ロータリー
には五大奉仕の定義があり、
ロータリーの奉仕を五つの部門に分けております。
ロータリーの奉仕活動は大きく二つに分けられま
す。例会内活動と例会外活動です。そして例会内活
動こそがクラブ奉仕で、例会を、親睦を前提とした
奉仕理念の研鑽の場とする、つまり多種多様な人間
性、価値観を尊重し、様々な人々との良好なつなが
りを実現できる寛容性を例会で身につけ、その上で、
「超我の奉仕の心」で職業奉仕、社会奉仕、国際奉
仕、青少年奉仕の活動を実践していく、これが理想
的なロータリーライフになるわけです。
この理想を目指し、より良い、また自己研鑽につ
ながる例会のあり方をしっかり考え、様々な情報を
一年通して皆さんに提供していきたいと思います。

