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名中73名 出席率 76.04％
前々回修正出席率 93.27％
ゲ ス ト 〈例会見学として〉夏目 信幸様 加賀美 浩様
ビジター 2018 ‒19年度地区大会実行委員会
蒲郡RC 市川 克之様 鈴木 康仁様
◆ロータリーソング
「奉仕の理想」
◆会長挨拶（会長 加藤 龍雄君）

①本日1名の方が入会されました。磯貝満さん、紹介者は

と思いますので、今年度以上のご参加の協力をお願い致しま
す。
まだ青少年奉仕委員のチャリティーランもありますので、木
村委員長をお助け出来るよう精一杯やらせて頂きます。
職業奉仕 臼井 喜生委員長 : 職場訪問例会ですが、第1回
は11/12に大嶋秀紀さんのパブリック㈱へ、第2回は来年
4/22にアサヒビール守山工場へ訪問します。職業奉仕に関す
る卓話の実施として
「文化の継承と職業観」
という事で、
日本
の伝統を受け継ぐ職業の方を迎えます。
また、地区ロータリー
他クラブの職業奉仕委員会との総合交流並びに情報交換会
に参加して参ります。1年間宜しくお願い致します。
会員増強 松永 剛宏委員長 :4/15に会員増強の地区研修
があり、100名を超えるRCとそうでないRCと分かれてお互いが
抱えている問題や今後の対策を話し合いました。急激に会員が
増えた当RCとしては、100名を超える先輩RCを見ると、
どっしり
とした貫禄、安定感のある雰囲気を感じます。私は委員長も初め
てで親しみやすい栄RCの雰囲気でやってきたので、貫禄の差の
ようなものを感じました。大先輩RCのお力を借りながら、栄RCら
しい存在感を前面に出して、一目置かれるようなクラブにしてい
けたら良いと思いますので、私も勉強しながらやっていきます。
出席 三浦 幸治委員長 : 今年は加藤会長からの出席率
を高めるという大前提で当たりますので、欠席の方へ直接指
導させて頂きます。100名を超えるRCになりましたので、
ロー
タリアンとしての義務「出席」、
それを重視して今年1年やりた
いと思います。出席委員会は11名と沢山おりますので、
まずは
この中で出席率を高めて皆様に伝授していきます。
ソングリーダー 松浦 和典委員長 : 新入会員へロータリー
ソングのCDおよび歌詞カードをお渡しする、例会毎に歌うロー
タリーソングを決定する、
この2点については順次対応となりま
す。委員全員がソングの指揮をとれるように練習する、
これは中
野さんのご指導を頂き、今期中に全員が正しいタクトを振れる

◆ニコボックス

本日は11/10、11に蒲郡で開催される地区大会のPRに
参りました。多くの方のご登録をお願い申し上げます。
蒲郡RC 市川 克之様 鈴木 康仁様
クラブフォーラムです。
宜しくお願いします。
村瀬 啓方君
臼井 喜生君
磯貝満さん、
栄RC入会おめでとうございます。
中川 洋二君
7月14日の
「触れ合い体験プロジェクト」
が無事に終
わり、協力・参加頂いた皆様、
ありがとうございまし
岡田 直人君
梅村 尚史君
た。
岡田委員長をはじめ社会奉仕委員会の皆様、先日
の
「触れ合い体験プロジェクト」
、
ありがとうございま
した。
加藤 龍雄君
三浦さん、
旅行ありがとう。
後藤 康史君
ようやく店舗も完成し、
「かわうそカフェ」
をオープン
することになりました。
つきましては8/1、
2にレセプシ
ョンを催します。
ご家族・お子さん・お孫さんもしくは
大切な方と一緒に遊びに来て下さい。
ご案内をテー
ブルの上に置かさせて頂いています。
どうぞお持ち帰
り下さい。
稲田 一之君
皆様、夏バテしないように頑張りましょう。水野 守道君
「敬老パス交付手続きのご案内」
が来ました。
がっくり！
日置 教康君
山村 朱伸君
井上
司君
元気です。
細井 土夫君
生田 泰通君
中内 淑哉君
佐藤 雅夫君
梅村
成君
青木
宏君

Tel :（052）242-6848
Fax :（052）242-6208
Mobile phone :（080）5160-5517
E-mail : info@nagoya-sakae-rc.org
URL : http://nagoya-sakae-rc.org/

◆地区大会PR

本日は蒲郡RCより地区大会実行委員の
市川様、鈴木様が2018-19年地区大会の
PRにおいで頂いております。7/14、社会奉
仕活動の一環で子供たちとのふれあいプロ
ジェクトを三重県で実施して参りました。社
会奉仕委員の岡田委員長、委員会の皆様、そして当日参加して
頂いた会員の皆様、ご家族様に心より感謝申し上げます。
この
事業は栄RCとして6年連続で行われており、児童養護施設の南
山寮と名広愛児園の2つの施設から子供たちを招いてBBQ等
をしながら交流を図ります。今回はグリーンランドあさけというキ
ャンプ場で、参加人員が総勢120名弱、
その内子供たちが70数
名、RCおよび関係者の方31名で実行されました。当日は今日と
同じくらい天気が良く暑い日でした。子供たちと5〜6人のグルー
プに分かれBBQ、魚掴みで獲った鱒をRC会員の方がさばいて
塩焼きしましたが、評判が良く用意した80匹はあっという間に
完売しました。1番楽しんでもらえたのがキャンプ場のすぐ横に
ある川遊びで、RC会員の方にお願いし安全に十分配慮して頂
き、事故もなく無事終える事が出来ました。終わった時の子供た
ちの笑顔が楽しさを証明しているなと、本当に素晴らしい一日を
子供たちと共有出来たと思っております。RCの奉仕には社会奉
仕、職業奉仕とございますが、社会奉仕はコミュニティーサービ
ス、地域の生活向上等のための奉仕です。
よくロータリーは個人
奉仕がベースだという話がございますが、団体で行う奉仕も認
められております。団体奉仕で奉仕の心を学び、それを個人の
奉仕へ繋げていく、
そのように謳われております。ふれあいプロジ
ェクトはなかなか良い奉仕活動だと思いますし、私も奉仕の心
を学んだかなという感じがします。皆さんもこのような事業に是
非参加して頂いて奉仕の心を学び、個人・団体での奉仕を実践
して、栄RCの奉仕の輪をどんどん広げて頂きたいと思います。

荒川 和生君）

バリー・ラシン

中川洋二さん、所属は出席委員会です。
②（1）地区大会ご案内（2）9/3第1回ミニ懇親例会ご案内
（3）10/27・28ワールドフードフェスタご協力のお願い
（4）前年度各出席表 ⑤8月月間スケジュール 各御案内
を配布しましたのでご確認ください。
③「7月豪雨災害」
にお1人1,000円の寄付をお願いします。

会員出席

◆幹事報告（幹事代理

1990年5月1日
月曜日・18:00
名古屋クレストンホテル
中区栄3-31-25
サンテアビタシオン503号室

2018 - 2019年度
国際ロータリー会長

（地区大会実行委員 蒲郡RC 市川 克之様 鈴木 康仁様）
11/10、11に観光の街・蒲
郡でおもてなしの心を持って
地区大会を開催させて頂き
ます。希望は貴クラブ105名
の全員登録ですが、少しでも
多くの方にご登録頂けます
事を期待申し上げます。9:30受付開始、本会議10:00スタート
予定、会場は蒲郡市民会館で駅から徒歩5分程度でシャトル
バスもご用意しています。青少年フォーラム、
ファミリープログラ
ムという催しや、蒲郡クラシックホテルでRI会長代理ご夫妻を
招いた晩餐会を準備しております。2日目は浅田次郎さんの講
演会を予定しており、
より多くの方が蒲郡のおもてなしで楽し
んで頂ければと思います。本日はありがとうございました。

◆新入会員紹介

紹介者 中川 洋二君 : 磯貝さんとは5年程前から仕事を
通じて仲良くさせて頂いており、名古屋市内で建設業を営
む、
とても温厚な方です。
どうぞ宜しくお願い致します。
磯貝 満君 : 皆さんこんばんは。何分このような場は初めて
ですので、皆様方のお力をお借りして少しでもお役に立てる
よう頑張っていきたいと思います。宜しくお願い致します。

◆クラブフォーラム（クラブ奉仕委員長 村瀬 啓方君）

社会奉仕 岡田 直人委員長 : 7/14に社会奉仕委員のメイ
ン事業である、ふれあいプロジェクトが終わりました。後は地区
の社会奉仕委員会議が5つ入っており出席したいと思います。
同時に他団体への寄付等も前年同様行っていく予定です。先
日のふれあいプロジェクトは、子供さんと一緒に楽しい時間を
過ごす事が出来ました。帰宅後も子供さんの喜ぶ声と楽しそう
な顔が心に残り、
ロータリアンも非常に元気がもらえるプロジ
ェクトです。来年度は是非とも奥さまやお嬢さんにもご参加頂
き、
「遊ぶ」
という感覚で参加して頂けるともっと有意義になる

■第1225回（8月6日）例会のお知らせ

卓話 :「地平線にロマンを求めて 〜海外事業で得た事〜」
川崎汽船（株）社外取締役・元トヨタ自動車（株）専務取締役
岡部 聰様

よう頑張っていきたいと思いますので宜しくお願い致します。
ロータリー財団 牧 一美委員長 : ロータリー財団の使命
は、ロータリアンが健康で、教育の支援をして、貧困をなくし
て、世界の平和を願うという事が基本だと先日学びました。新
入会員の方も増えたので、
まず先に地区のロータリー委員会
に卓話をお願いし、
ロータリー財団とはどういう財団なのか？
という事を皆で勉強し理解を深めた上で、各人の奉仕の精神
に基づいて寄付を頂ければと思います。地区の財団セミナー
へ出席して私自身理解を深め、皆さんのご質問にもお答えで
きるように致します。
タイミングを計って当RCメンバーの寄付
状況を報告し状況を周知して頂いて、寄付への理解、
ご協力
を上げたいと思います。皆さんの奉仕の精神をお金に換えて
頂いて、参加して頂くという事に変わりはございません。社会
奉仕の経済的支援としてご協力を賜りたいと思います。
会計 大嶋 秀紀委員長 : クラブの全ての資産管理と会計
業務、入会金および年会費の徴収と管理、資金の受け入れ及
び支払い、その他会計業務全般、2019年7月に会計監査を受
ける、
この5つをスムーズに行います。不明点は会計のエキスパ
ートの長谷川副会長にお尋ねしながら小島さんの会計監査を
受けて、会員のお金の管理をしっかりやっていこうと思います。
会計監査 小島 浩司委員長 : 会計監査業務の大半は決算
が締まってからになります。昨年度は会計委員でしたので、今月
初めに前会計監査委員長の長谷川さんから会計監査を受けた
ところです。
その時監査方法について学ぶ事がありましたので、
そ
の経験を活かし会計委員の大嶋さんとも適宜コミュニケーショ
ンを取りながら、来年7月の会計監査に臨みたいと思います。
30周年事業実行準備 立松 賢委員長 : ポイントは栄RC
らしく2年後5/18の30周年を迎えようという事です。論語に30
にして立つという言葉があるように、30周年は外にいかに披露
するか。いよいよ具体的な予算計画に入る訳ですが、栄らし
さ、品格のある楽しいお酒を企画したいと思います。会員数は
創立当時の倍近くですがチャーターメンバーは減り、
ある意味
で節目になるのではと思います。尚且つ2年後はオリンピック開
催で世の中も盛り上がっていると思いますので、皆さんも一緒
に栄らしさを出して色々な形で参加して頂ければと思います。
委員会メンバー努力して参りますので宜しくお願いします。
四世代戦略会議 加藤 龍雄委員長 : 直前、当該年度、次年
度、次々年度の会長・幹事で構成されており、単年度で終わらせ
ないよう先を見据えた問題点や様々な事を四世代にわたって話
し合い、
クラブ維持・発展のために検討していく会でございます。
クラブ奉仕 村瀬 啓方委員長 : 今年は地区出向者がいな
い為、地区出向ご紹介の卓話プログラムがございません。
クラ
ブフォーラムを仕切り、
しっかり進行する事に尽きると思いま
す。皆さん非常に熱心にスピーチして頂いたので、時間が足り
ない位充実したクラブフォーラムになりました。年度締めのクラ
ブフォーラムもございますので、1年宜しくお願い致します。

◆新入会員紹介（敬称略）
磯貝 満 （いそがい みつる）
昭和44年6月2日生 49才
推 薦 者 中川 洋二君
所属委員会 出席

職 業 分 類 建設業
Construction Industry
事 業 所 （株）一心 代表取締役
名古屋市守山栄幸心1-126
TEL 052-793-6610
自
宅 一宮市島村字郷裏8-9
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蒲郡RC 市川 克之様 鈴木 康仁様
◆ロータリーソング
「奉仕の理想」
◆会長挨拶（会長 加藤 龍雄君）

①本日1名の方が入会されました。磯貝満さん、紹介者は

と思いますので、今年度以上のご参加の協力をお願い致しま
す。
まだ青少年奉仕委員のチャリティーランもありますので、木
村委員長をお助け出来るよう精一杯やらせて頂きます。
職業奉仕 臼井 喜生委員長 : 職場訪問例会ですが、第1回
は11/12に大嶋秀紀さんのパブリック㈱へ、第2回は来年
4/22にアサヒビール守山工場へ訪問します。職業奉仕に関す
る卓話の実施として
「文化の継承と職業観」
という事で、
日本
の伝統を受け継ぐ職業の方を迎えます。
また、地区ロータリー
他クラブの職業奉仕委員会との総合交流並びに情報交換会
に参加して参ります。1年間宜しくお願い致します。
会員増強 松永 剛宏委員長 :4/15に会員増強の地区研修
があり、100名を超えるRCとそうでないRCと分かれてお互いが
抱えている問題や今後の対策を話し合いました。急激に会員が
増えた当RCとしては、100名を超える先輩RCを見ると、
どっしり
とした貫禄、安定感のある雰囲気を感じます。私は委員長も初め
てで親しみやすい栄RCの雰囲気でやってきたので、貫禄の差の
ようなものを感じました。大先輩RCのお力を借りながら、栄RCら
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す。委員全員がソングの指揮をとれるように練習する、
これは中
野さんのご指導を頂き、今期中に全員が正しいタクトを振れる

◆ニコボックス

本日は11/10、11に蒲郡で開催される地区大会のPRに
参りました。多くの方のご登録をお願い申し上げます。
蒲郡RC 市川 克之様 鈴木 康仁様
クラブフォーラムです。
宜しくお願いします。
村瀬 啓方君
臼井 喜生君
磯貝満さん、
栄RC入会おめでとうございます。
中川 洋二君
7月14日の
「触れ合い体験プロジェクト」
が無事に終
わり、協力・参加頂いた皆様、
ありがとうございまし
岡田 直人君
梅村 尚史君
た。
岡田委員長をはじめ社会奉仕委員会の皆様、先日
の
「触れ合い体験プロジェクト」
、
ありがとうございま
した。
加藤 龍雄君
三浦さん、
旅行ありがとう。
後藤 康史君
ようやく店舗も完成し、
「かわうそカフェ」
をオープン
することになりました。
つきましては8/1、
2にレセプシ
ョンを催します。
ご家族・お子さん・お孫さんもしくは
大切な方と一緒に遊びに来て下さい。
ご案内をテー
ブルの上に置かさせて頂いています。
どうぞお持ち帰
り下さい。
稲田 一之君
皆様、夏バテしないように頑張りましょう。水野 守道君
「敬老パス交付手続きのご案内」
が来ました。
がっくり！
日置 教康君
山村 朱伸君
井上
司君
元気です。
細井 土夫君
生田 泰通君
中内 淑哉君
佐藤 雅夫君
梅村
成君
青木
宏君

Tel :（052）242-6848
Fax :（052）242-6208
Mobile phone :（080）5160-5517
E-mail : info@nagoya-sakae-rc.org
URL : http://nagoya-sakae-rc.org/

◆地区大会PR

本日は蒲郡RCより地区大会実行委員の
市川様、鈴木様が2018-19年地区大会の
PRにおいで頂いております。7/14、社会奉
仕活動の一環で子供たちとのふれあいプロ
ジェクトを三重県で実施して参りました。社
会奉仕委員の岡田委員長、委員会の皆様、そして当日参加して
頂いた会員の皆様、ご家族様に心より感謝申し上げます。
この
事業は栄RCとして6年連続で行われており、児童養護施設の南
山寮と名広愛児園の2つの施設から子供たちを招いてBBQ等
をしながら交流を図ります。今回はグリーンランドあさけというキ
ャンプ場で、参加人員が総勢120名弱、
その内子供たちが70数
名、RCおよび関係者の方31名で実行されました。当日は今日と
同じくらい天気が良く暑い日でした。子供たちと5〜6人のグルー
プに分かれBBQ、魚掴みで獲った鱒をRC会員の方がさばいて
塩焼きしましたが、評判が良く用意した80匹はあっという間に
完売しました。1番楽しんでもらえたのがキャンプ場のすぐ横に
ある川遊びで、RC会員の方にお願いし安全に十分配慮して頂
き、事故もなく無事終える事が出来ました。終わった時の子供た
ちの笑顔が楽しさを証明しているなと、本当に素晴らしい一日を
子供たちと共有出来たと思っております。RCの奉仕には社会奉
仕、職業奉仕とございますが、社会奉仕はコミュニティーサービ
ス、地域の生活向上等のための奉仕です。
よくロータリーは個人
奉仕がベースだという話がございますが、団体で行う奉仕も認
められております。団体奉仕で奉仕の心を学び、それを個人の
奉仕へ繋げていく、
そのように謳われております。ふれあいプロジ
ェクトはなかなか良い奉仕活動だと思いますし、私も奉仕の心
を学んだかなという感じがします。皆さんもこのような事業に是
非参加して頂いて奉仕の心を学び、個人・団体での奉仕を実践
して、栄RCの奉仕の輪をどんどん広げて頂きたいと思います。

荒川 和生君）

バリー・ラシン

中川洋二さん、所属は出席委員会です。
②（1）地区大会ご案内（2）9/3第1回ミニ懇親例会ご案内
（3）10/27・28ワールドフードフェスタご協力のお願い
（4）前年度各出席表 ⑤8月月間スケジュール 各御案内
を配布しましたのでご確認ください。
③「7月豪雨災害」
にお1人1,000円の寄付をお願いします。

会員出席

◆幹事報告（幹事代理
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2018 - 2019年度
国際ロータリー会長

（地区大会実行委員 蒲郡RC 市川 克之様 鈴木 康仁様）
11/10、11に観光の街・蒲
郡でおもてなしの心を持って
地区大会を開催させて頂き
ます。希望は貴クラブ105名
の全員登録ですが、少しでも
多くの方にご登録頂けます
事を期待申し上げます。9:30受付開始、本会議10:00スタート
予定、会場は蒲郡市民会館で駅から徒歩5分程度でシャトル
バスもご用意しています。青少年フォーラム、
ファミリープログラ
ムという催しや、蒲郡クラシックホテルでRI会長代理ご夫妻を
招いた晩餐会を準備しております。2日目は浅田次郎さんの講
演会を予定しており、
より多くの方が蒲郡のおもてなしで楽し
んで頂ければと思います。本日はありがとうございました。

◆新入会員紹介

紹介者 中川 洋二君 : 磯磯貝さんとは5年程前から仕事
を通じて仲良くさせて頂いており、名古屋市内で建設業を営
む、
とても温厚な方です。
どうぞ宜しくお願い致します。
磯貝 満君 : 皆さんこんばんは。何分このような場は初めて
ですので、皆様方のお力をお借りして少しでもお役に立てる
よう頑張っていきたいと思います。宜しくお願い致します。

◆クラブフォーラム（クラブ奉仕委員長 村瀬 啓方君）

社会奉仕 岡田 直人委員長 : 7/14に社会奉仕委員のメイ
ン事業である、ふれあいプロジェクトが終わりました。後は地区
の社会奉仕委員会議が5つ入っており出席したいと思います。
同時に他団体への寄付等も前年同様行っていく予定です。先
日のふれあいプロジェクトは、子供さんと一緒に楽しい時間を
過ごす事が出来ました。帰宅後も子供さんの喜ぶ声と楽しそう
な顔が心に残り、
ロータリアンも非常に元気がもらえるプロジ
ェクトです。来年度は是非とも奥さまやお嬢さんにもご参加頂
き、
「遊ぶ」
という感覚で参加して頂けるともっと有意義になる

■第1225回（8月6日）例会のお知らせ

卓話 :「地平線にロマンを求めて 〜海外事業で得た事〜」
川崎汽船（株）社外取締役・元トヨタ自動車（株）専務取締役
岡部 聰様

よう頑張っていきたいと思いますので宜しくお願い致します。
ロータリー財団 牧 一美委員長 : ロータリー財団の使命
は、ロータリアンが健康で、教育の支援をして、貧困をなくし
て、世界の平和を願うという事が基本だと先日学びました。新
入会員の方も増えたので、
まず先に地区のロータリー委員会
に卓話をお願いし、
ロータリー財団とはどういう財団なのか？
という事を皆で勉強し理解を深めた上で、各人の奉仕の精神
に基づいて寄付を頂ければと思います。地区の財団セミナー
へ出席して私自身理解を深め、皆さんのご質問にもお答えで
きるように致します。
タイミングを計って当RCメンバーの寄付
状況を報告し状況を周知して頂いて、寄付への理解、
ご協力
を上げたいと思います。皆さんの奉仕の精神をお金に換えて
頂いて、参加して頂くという事に変わりはございません。社会
奉仕の経済的支援としてご協力を賜りたいと思います。
会計 大嶋 秀紀委員長 : クラブの全ての資産管理と会計
業務、入会金および年会費の徴収と管理、資金の受け入れ及
び支払い、その他会計業務全般、2019年7月に会計監査を受
ける、
この5つをスムーズに行います。不明点は会計のエキスパ
ートの長谷川副会長にお尋ねしながら小島さんの会計監査を
受けて、会員のお金の管理をしっかりやっていこうと思います。
会計監査 小島 浩司委員長 : 会計監査業務の大半は決算
が締まってからになります。昨年度は会計委員でしたので、今月
初めに前会計監査委員長の長谷川さんから会計監査を受けた
ところです。
その時監査方法について学ぶ事がありましたので、
そ
の経験を活かし会計委員の大嶋さんとも適宜コミュニケーショ
ンを取りながら、来年7月の会計監査に臨みたいと思います。
30周年事業実行準備 立松 賢委員長 : ポイントは栄RC
らしく2年後5/18の30周年を迎えようという事です。論語に30
にして立つという言葉があるように、30周年は外にいかに披露
するか。いよいよ具体的な予算計画に入る訳ですが、栄らし
さ、品格のある楽しいお酒を企画したいと思います。会員数は
創立当時の倍近くですがチャーターメンバーは減り、
ある意味
で節目になるのではと思います。尚且つ2年後はオリンピック開
催で世の中も盛り上がっていると思いますので、皆さんも一緒
に栄らしさを出して色々な形で参加して頂ければと思います。
委員会メンバー努力して参りますので宜しくお願いします。
四世代戦略会議 加藤 龍雄委員長 : 直前、当該年度、次年
度、次々年度の会長・幹事で構成されており、単年度で終わらせ
ないよう先を見据えた問題点や様々な事を四世代にわたって話
し合い、
クラブ維持・発展のために検討していく会でございます。
クラブ奉仕 村瀬 啓方委員長 : 今年は地区出向者がいな
い為、地区出向ご紹介の卓話プログラムがございません。
クラ
ブフォーラムを仕切り、
しっかり進行する事に尽きると思いま
す。皆さん非常に熱心にスピーチして頂いたので、時間が足り
ない位充実したクラブフォーラムになりました。年度締めのクラ
ブフォーラムもございますので、1年宜しくお願い致します。

◆新入会員紹介（敬称略）
磯貝 満 （いそがい みつる）
昭和44年6月2日生 49才
推 薦 者 中川 洋二君
所属委員会 出席
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