
ロータリーを考える月間

８月３日（金） ８月１０日（金） ８月１７日（金） ８月２４日（金）

理事役員会 16 時 30 休会 祝福 卓話

IDM１８時～ 定款６－１ 卓話 社本 太郎君 和田了司君

例

会

予

定 ホテルプラザ勝川 伊藤 一裕君

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎

幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川

事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「我等の生業」

・今月の歌 「ローレライ」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・野球観戦 名古屋ドーム（中日×ヤクルト戦）

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

ローレライ

なじかは知らねど 心わびて

昔のつたえは そぞろ身にしむ

さびしく暮れゆく ラインの流

入日に山々 あかく映ゆる

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

ロータリーが設立されたのは、１９０５年です。

その年、日本では大きな歴史の変換点の年でした。

１９０５年１月１日に旅順のロシア軍が陥落しま

した。乃木将軍の率いる日本陸軍の活躍でした。

２月には奉天会戦があり、５月には 東郷平八郎

率いる連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を撃滅

させました。まさに「坂の上の雲」の日本の頂点

になった年でした。このときから日本は軍事国家

になって行きました。同じ年に、奉仕を基本とし

たロータリーが誕生しました。

ロータリーの名称は例会を持ち回りで行なった

２０１２年７月２９日（日）第２１０１回（７月第４例会）

ことが由来と聞いています。ロータリーのマーク

は、いろいろな本を読んだのですが、二つの説が

あります。ひとつは、６個のスポークを持った車

輪であり、二つ目は、歯車です。どちらも使われ

ています。

中国語では、扶輪社がロータリークラブになりま

す。日本ではロータリー会長ですが、台湾では扶

輪社ですから、会長ではなく社長になります。会

社などのトップは総経理です。または老板（ラオ

パン）が社長の意味で、一般的に使用されていま

す。

ロータリーから分離したライオンズは１９１７年

に設立されました。獅子のマークですが、ＬＩＯ

ＮＳは、基本理念の頭文字をつなげたものです。

「Ｌｉｂｅｒｔｙ Ｉｎｔｌｌｉｇｅｎｃｅ、Ｏ

ｕｒ Ｎａｔｉｏｎ‘ｓ Ｓａｆｔｙ」から取ら

れました。

ロータリーは Ｉ ｓｅｒｖｅ が基本であり、

ライオンズは Ｗｅ ｓｅｒｖｅ が基本です。

どう違うかまだ私にはわかりません。オバマアメ

リカ大統領は Ｗｅ ｃａｎ を合言葉にしまし

た。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

7 月 29 日(日)家族会

名古屋ﾄﾞｰﾑ 中日VSヤクルト戦観戦

ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾂｲﾝ外野席 4 階です。

お渡ししたﾁｹｯﾄをお忘れないように確認をお願い

します。

ﾄﾞｰﾑ開場は 12：00 です。試合は 14：00 からです。

7 月２７日（金）の例会変更となります。



◎例会変更のお知らせ

尾 張 旭 ８月１０日(金) ８月１１日（土）

ＲＣ 交流例会の為伊那かんてんぱぱ

名古屋丸の内 ８月９日(木) ８月５日（日）13：30～

ＲＣ 家族会の為 浜名湖ゆうとう

名古屋清須 ８月１４日(火) ８月２４日（火）

ＲＣ ＩＤＭの為

◎ビジター紹介 会長 名畑 豊君

○名古屋空港ＲＣ 串田 正克君

〃 山北 秀和君

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５2 名 欠席 22 名 出席率 74.4%

先々週の修正出席 欠席 0 名 出席率 100%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○本日は宜しくお願いします。

名古屋空港ＲＣ 会長 串田 正克君

〃 幹事 山北 秀和君

○名古屋空港ＲＣ会長幹事をお迎えしました。

ありがとうございました。 名畑 豊君

○会員増強委員会として卓話をさせて頂きます。

皆様のご協力を宜しくお願い致します。

清水 勲君

○スイスのアイガーユングラクの山が素晴らしか

ったです。 宅間 秀順君

○誕生祝を頂いて有難う御座いました。

近藤 太門君

○今回は２１００回目の例会です。和田 了司君

○２100 回を祝して。 加藤 茂君

○卓話を聞ける喜びで。 貴田 永克君

林 鑛三君 足立 治夫君 風岡 保広君

屋嘉比良夫君 小島 啓冶君 杉山 孝明君

加藤久仁明君 北 健司君 加知 康之君

磯野 俊雄君 成瀬 浩康君 太田 弘道君

蓮野 美廣君 高橋 理江君 梅田 英夫君

社本 太郎君 塚本 兼光君 野浪 正毅君

大橋 完一君 伊藤 一裕君

卓話 清水 勲君

今年のクラブテーマは、「ロータリーの奉仕の

原点に返ろう」であります。私は、クラブの会員

増強委員長に任命され、募集目標数値も与えられ

ました。会員を増強するには、まず自らのクラブ

が魅力あるクラブでなければいけません。

地区の「まとめ」の資料を参考にしますと、新入

会員で退会していくのは、3 年未満の人が多く、

理由としてはクラブに魅力がなく、他の会員との

交流がないと上げられています。この一言から考

えますと、紹介者が会に親しみを感じるまで面倒

をみないと感じますし、先輩も親しみを持って声

をかけることが必要です。各クラブは、職業分類

によって業種が異なる者同志が本音で語りあえる

組織に形成されており、仕事上の付合いが、その

まま親友関係にまで発展するような仲間を増やし

たいという趣旨で会合を考えたのですが、同じク

ラブばかりの例会出席では、魅力に欠ける場合も

ありますので、是非他クラブの例会にメイキャッ

プされるのも、魅力アップにつながるのではない

かと思いますし、もっと深く、お付合いするには、

少しお金を要しますが、今年度は国際ロータリー

会長が田中作次様ですので、国際会議がポルトガ

ルのリスボンで開催されますし、地区の WCS 世

界社会奉仕活動は、タイ国のチェンマイで毎年活

動され、誰でも参加できます。

クラブでは、韓国南釜山ロータリーと台湾東港ロ

ータリーとの姉妹締結の継続の年になっています

ので、一緒に同行される事により、ロータリーの

知識や友人も沢山でき、ロータリーの魅力も一層

深まると思います。

各クラブは、高齢化が進んでおり、お付合いが自

分の年齢の 5 歳前後が大半だと思いますので、若

い方に増強活動を御願いする事になると思います。

会員増強委員会は、会長経験者ばかりを擁してい

ますので、説明等はフォローできますし、又異業

種のトップリーダーを兼務してみえますので、各

業種の中で、講演等も依頼されてみえますので、

PR 等もして頂ければ幸いです。新会員に対しま

しては、御高齢者の方々とお話しを受け賜る機会

も少ないので、自分の生き方の参考になると思い

ます。

女性会員の増強に関してましては、男性が話し合

う機会が少ないので、女性同士で話し合いの場を

設け、又他クラブの交流も必要かと思われます。

いづれにいたしましても、会員純増 5 名を達成し

たく、皆様の御協力を心よりお願い申上げます。

（名古屋空港ＲＣ表敬訪問 串田会長挨拶）

（卓話 清水 勲君）


