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第3172回例会の記録
2014年9月25日(木)

会長挨拶
磯部茂
秋のお彼岸も過ぎ曼珠沙華や秋の草花が見られ
る季節となってまいりました。とは言え思い起こせば
昭和34年の明日9月26日は伊勢湾台風のあった日
です｡記憶では次の日が運動会だったと思うのです
が､それを言って母親に叱られた覚えがあります。
さて､木目は野扶ガバナー補佐の卓話と後ほどク
ラブ協議会が開催されます。
お互い身内ということもあり少々やりづらい面もあろ
うかとは思いますが､ガバナーの代理として厳しくご
指導を仰ぎたいと存じます｡せっかくの機会ですの
で過去一宮ロータリークラブからの分区代理、ガバ
ナー補佐を皆様にご案内しておきたいと思います。
分区代理

W

慮銀美さん
テーマ｢米山奨学生として｣

1966−68大森喜代
1976−77墨末芳

加藤数也君(10月５日)中島幸介君(10月５日)
杉山義幸君(10月10目)関戸 徹君(10月27目)
会員夫人誕生日おめでとう

1987−88松永
1996−97酒井
ガバナー補佐

牛田 猛君夫人尚子様(10月 ８目)
加藤恭平君夫人洋子様(10月14日)
足立 誠君夫人明美様(10月17目)
梯 国彦君夫人美佐様(10月25目)
瀬古篤司君夫人真由美様(10月26目)
藤原基弘君夫人和代様(10月29田
木村実君夫人薫様(10月30目)
結婚記念日おめでとう
関戸潔君(10月３目)関戸徹君(10月４日)
丹羽 健君(10月 ６目)ニノ宮道彦君(10月 ９目)
木村 実君(10月10日)中西啓太君(10月10日)
石黒敬康君(10月10目)則竹伸也君(10月11日)
佐分啓二君(10月13目)小島幹人君(10月13目)
桑原英寿君(10月14目)瀬古篤司君(10月15目)
松本和徳君(10月17目)杉由貴治君(10月18目)
川根保夫君(10月18目)森隆彦君(10月19日)
梯 国彦君(10月25日)伊藤光治君(10月26日)

勺干千十十干
＋

十十干←：→

近藤雄亮君(名古屋瑞穂RC)
秘+＋＋十希希希小手十十分＋十十十十十ﾁﾞ＋ｷﾞﾄ

三郎(故人)
故人)
退会)

ぐ登
ぐ孝
芳

国
歌｢君が代｣
ロータリーソング｢奉仕の理想｣
10月度のプログラム
２目卓話慮銀美さん(米山奨学生)
９日ガバナー公式訪問近藤雑感君
16目例会変更西尾張分区合同ゴルフ競技会
23目 Ｅクラブについて
30日休会定款第6条第1節
会員誕生日おめでとう

ガバナー公式訪間

｢陵王｣面

E‑Mail:rc138＠lily.ocn.ne.jp
会

プログラム
米山月間卓話

ぐ十十十十十十十十十十十十十十十十＋十十
千
次回の予定
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2005−06大森一人
2014−15野扶章夫
ガバナー補佐におかれましては西尾張分区ゴルフ
競技会が間近に迫っておりますし､IMも2月開催と
いうことで大変お忙しいと思いますが元気でご活躍
お祈りいたします。
委員会報告
出席報告
副委員長
近藤耕司
現在の会員数
91名
本日のビジター
3名
ローターアクト
○名
本日の出席数
59名
他クラブ出席数
9名
木目の出席率
70.32％
前々回の出席率
97.26％
ニコボックス
☆西尾張分区ガバナー補佐野扶章夫君
西尾張分区分区幹事
村川文穂君
木目、ガバナー補佐訪問をさせて頂きます｡宜
しくお願いいたします。
☆地区副幹事亀井直人君(名古屋瑞穂ＲＣ)
木目、ガバナー補佐訪問に同行させて頂きまし
た｡宜しくお願いいたします。
☆ 堀尾庄一君(江南ＲＣ会長)岩田静夫君(幹事)
本年､江南ロータリークラブは創立50周年を迎
えます｡色々と御世話になりますがよろしくお願い
します。

☆磯部茂君則竹伸也君
木目、野扶章夫ガバナー補佐と亀井直人地区
副幹事、村川文穂分区幹事をお迎えした喜び
で。
江南ロータリークラブの堀尾庄一会長､岩田静
夫幹事をお迎えした喜びで。
＊＊＊＊＊＊プログラム＊＊＊＊＊＊
ガバナー補佐訪問
野扶章夫君(一宮ＲＣ)

ホアン会長は､台湾･台北ロータリークラブのメ
ンバーで中国系ロータリアンとしては初のRI会長
となられました。ロータリーは人々の生活を改善
することに主眼を置くべきだと､会長は信じていま

立法案審議委員会今年度新たに出来た組
織です。3年に1度開催されるRIの｢規定審議
会｣に立法案(制定案･決議議案)を提案するた
めの審議機関です｡地区内クラブ･会員から提案
された立法案を事前審議し、「地区審議会」に
託し2760地区としての立法案を決定します。
まで2760地区は提案した事がありません
ょじZ了りU尼凶は琵栗しこ畢かありません。
201
6年に次の｢規定審議会｣が開催されます｡その
提案は今年度末までに決定する必要が有りま
す。
さて終わりに､私のクラブの初代会長である安
野譲次さんが一宮ロータリークラブのチャーター･
プレジデントの挨拶で使われた言葉をご紹介しま
す。
｢ロータリーは長い竿で空の星をかき回すよう
なことをするものではなく、足下の小石を拾うよう
なものである｡｣
この言葉はチャーターナイトに出席されたメ
ルボルンロータリークラブのミッチェルさんが記憶
に残されており1954年RI会長代理として来日さ
れた時披露されました。今では世界各地の大会
で使われております。
どこかでこの言葉を耳にされた折には今日の
事を思い出していただければ幸いと存じ上げま
す。
ｸﾗﾌﾟ協議会
13時40分より例会場において開催されました。

付今

一宮ロータリークラブの皆さん今日は。
西尾張分区担当のガバナー補佐の野扶章夫
です｡本年は何かとお世話になると思いますが
何卒宜しくお願い致します｡一宮ロータリークラブ
は名古屋ロータリークラブのスポンサーにて194
9年11月７日に創立され12月31日R目こ加盟承
認されました初代会長は安野譲次様特別代表
者は名古屋ロータリークラブの八木富三様です
設立準備のご苦労に感謝致す処でございます、
私が1990年に入会して例会に出席した際偶然
に安野譲次さんの隣に座った事が思い出されま
す。
さて､最初に西尾張分区の事業のお話をしま
す｡本年も昨年同様西尾張分区合同ゴルフ競技
大会を開催します10月16日春日井カントリーク
ラブ･東コース･西コース･OUT･IN同時8時スタ
ーﾄで開催いたします｡東･西コース其々優勝とコ
ースごとに各賞を設けております。当日の春日井
カントリークラブは貸切状態だと思っております、
今日現在一宮ロータリークラブの参加人数は38
名です､大勢のご参加まことにありがとう御座いま
す。
次にもう一つの事業のお話です。
本年もIMを開催致します2015年2月７日午
後６時、昨年と同じ会場の名鉄ニューグランドホ
テルに於いて開会致します。昨年同様例会変更
で全員登録を宜しくお願い致します｡名高い日
本酒､有名な焼酎を10種類以上取り揃えており
ますどうぞお楽しみ下さい。
2014年−15年度RIテーマであります。
｢LIGHT
UP ROTARY｣ロータリーに輝きを
ゲイリーC.K.ホアン会長の強調事項は
･地域社会でロータリーの存在感を高めること
･会員増強
･ポリオ撲滅
･ｸﾗﾌﾞの強化
･ロータリーデーの実施

す。そして、ほかのロータリアンにも恵まれない
人々に手を差し伸べてほしいという願いとして｢ロ
ータリーに輝きを｣というRIテーマに表れておりま
す。
第2760地区の近藤推究ガバナーは地区内84ク
ラブを全て訪問される予定です。
ガバナーの方針
集まろう･語ろう･楽しもう
ガバナーの行動指針
･行事への積極的参加
･多様性の再認識
･奉仕の理想と実践
･会員増強
ガバナー補佐のクラブ訪問で必ず伝える事が３
つあります
･ロータリーデー名古屋栄･久屋大通公園で
11月１日から３目に地区のロークリーデーと言う
位置付けでWFF(ワールドフードフェスタ)を開催
し特に１１月３目が｢目本のロータリーの目−
Japan Rotary Day in Aichi−｣となります。
･ロータリークラブセントラルRIのＷＥＢサイトを
通じての情報の検索･伝達機能が強化されます
会長幹事はサイトヘのアクセスに習熟して下さい。
次の年度へも申し送り下さい

(紙面の都合で会議内容は割愛します｡)
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ローターアクトチャリティバザー協力のお願い
名古屋･栄久屋大通公園で11月１日〜３日開
催のワールドフード十ふれ愛フェスタ(WFF)会
場においてカンボジアの水資源｡教育事業支援
活動に寄付するためチャリティバザーを実施しま
す｡バザー品の提供ご協力をお願いいたします
10月９目(木)までに例会場･事務局にご持参く
ださい。
例会変更案内
クラブ名
尾
西
＊

例会日
10月20日（月）

例 会 場
尾西信用金本店

時間に指定のないクラブの受付は12:00〜12:30です

受付
有

