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例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム  

司会     会場委員会 

・点 鐘            川瀬 治通君 

・ROTARY SONG   「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌    「少年時代」 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・入会式           内藤 修久君 

・会長所信表明         川瀬 治通君 

・クラブフォーラム 

・幹事報告                    古屋 義夫君 

・点 鐘                 川瀬 治通君 

「われら日本のロータリアンの歌」 

1．われら日本のロータリアン 

     一つの仕事をする時も  

     真心こめて考える 

     これは誠か真実か 

   3 ．われら日本のロータリアン 

     一人の友との交際
つきあい

も 

     好意によせて考える 

     これは友情を深めるか 

今月の歌 

       「少年時代」 

    夏が過ぎ    風あざみ 

    誰のあこがれに さまよう 

    青空に残された 私の心は夏模様 

  先週の記録  

会長挨拶 会長 川瀬 治通君 

「BE THE INSPIRATION」 

今年度の国際ロータリーのテーマは「BE THE 

INSPIRATION」です。和訳では「インスピレーショ 

ンになろう」と、すぐには理解しづらい日本語で 

２０１８年７月１３日（金）２３７３回（７月第２例会）

す。今年のテーマの解釈は後にして、まず『ＲＩ

のテーマ』についてお話しします。以前は、「テー

マ」ではなく「ターゲット」と呼ばれ、ＲＩ会長

の個人的な所信の表明でした。近年、ＲＩ理事会

による決議の裏打ちによって、団体意思の表明と 

しての「ＲＩのテーマ」となり慣例化しました。

このテーマは、RI会長の抱負を端的に物語るとと

もに、その年度の進路を示すものでもあり、その

年度におけるロータリー・プログラムの遂行上、

最大の重要性を持つものであります。全てのクラ

ブとロータリアンはその意味を理解し、効果的に

実行しなければなりません。さて、今年のテーマ

「BE THE INSPIRATION」です。「BE ～」というい

い方は命令形で「ロータリアンは～であれ」とい

うものです。その後の「THE INSPIRATION」のよう

に“THE”がつくと人間を表す言葉になり「～する

人」ということになります。すなわち「ロータリ

アンは～する人であれ」ということになります。 

普段私たちが使うインスピレーションという言葉

は、「ひらめき」とか「思いつき」という意味で使

います。辞書を調べると、その他にも「鼓舞、激

励、刺激、感化、示唆」などの意味が書かれてい

ます。「～」の部分にどんな言葉が入るのが良いの

か、バリー・ラシンＲＩ会長はどんな意味や気持

ちを込めたのでしょう。RI会長はテーマの説明の

中で『前向きな変化を生み出し、今日直面する課

題に、正面から立ち向かう意欲を引き出すために、

インスピレーションになる必要がある』と述べて

います。ひらめきとか思い付きでは意味が通りま

せん。テーマの意図するところを調べるために、

ＲＩ会長の講演でインスピレーションという言葉

がでてきたところをピックアップしてみました。 

「超我の奉仕」からインスピレーションを得て

ください。 ロータリーを通じて行動するよう、

人々にインスピレーションを与えてください。 



 変化をもたらす、インパクトある活動を通じて、

ロータリーが地域社会のインスピレーションになる

ことを願っています。 

 この 30年間、ロータリー全体を一つに結び付けて

きた「ポリオ撲滅運動」がインスピレーションにな

ってきました。 

 国や地域社会へのインスピレーションになろう。

手を取り行動し、持続的な変化を生むことによって。 

バリー・ラシン RI会長は、色々なニュアンスでイン

スピレーションという言葉を使っておられ、日本語

訳としては、コレ！というものはないようです。 

バリー・ラシン RI 会長の解説や講演内容を読んで、

私は「BE THE INSPIRATION」を「ひらめきを具現化

する人になろう」と和訳しました。すなわち「ロー

タリアンは、自分自身や人々に激励や刺激を与え、

行動をするように」という呼びかけだと考えます。 

春日井ロータリークラブのメンバーは、このテーマ

を指針に、この 1 年間ロータリー活動に邁進しまし

ょう。  

幹事所感         幹事  古屋 義夫君 

幹事を拝命いたしました古屋でございます。 

宜しくお願いいたします.今年度の川瀬会長はど

んなことにも決して手を抜かず改善を目指し続け

る方ですので私も幹事として職責を全うできるよ

うに努力をいたす所存でございます。現在、川瀬

会長には常にクリエイティブさを求められており

ますが私としては修練と捉えることにより更に楽

しく充実したロータリーライフを過ごせそうです。

また今まで幹事報告として会報誌に記載されてお

りました内容のうち【例会予定】は最下段に掲載

されておりますので今後、2018-19 幹事としては

特別な場合を除き記することは、ございませんの

でここにご報告申しあげます。 

今月の祝福

会員誕生日

１日   近藤 太門君

３日  加藤  茂君 

１３日  北  健司君 

１７日  古屋 義夫君 

２１日  山田  治君 

２２日  青山 博徳君 

夫人誕生日

１日   川瀬 治通君・由紀子さん 

８日   宅間 秀順君・裕美子さん 

１３日  内藤 修久君・明子さん 

２４日  近藤 太門君・八重子さん 

２５日  場々 大刀雄君・みづえさん 

２６日  早川 八郎君・和代さん 

３１日  和田 了司君・維希子さん 

アテンダンス表彰

１９ヶ年  名畑  豊君 

１８ヶ年  北  健司君 

 ８ヶ年  伊藤 一裕君     

       宅間 秀順君    

 ７ヶ年  中島  泉君 

 ５ヶ年  青山 博徳君

◎例会変更のお知らせ

尾  張  旭 7月 27日（金）→7月 28日（土）18：30～ 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為 きときと釣谷鮮魚店  

◎例会休会のお知らせ

名古屋丸の内ＲＣ    ７月１９日（木）休会 

名古屋みなとＲＣ    ７月２０日（金）休会 

津島ＲＣ        ７月２７日（金）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 53名 欠席 20名 出席率 62.2%

先々週の修正出席  欠席 5名 出席率 90.5% 

ニコボックス報告   委員長   藤川 誠二君 

〇本日はよろしくお願いします。     

山北 秀和君，安川 正勝君（名古屋空港ＲＣ） 

奥村 一憲君，岩田 貴子君（名古屋城北ＲＣ） 

〇今日から１年間，よろしくお願いいたします。

川瀬 治通君 

〇いよいよ始まりですね。来訪ロータリーの皆様

ありがとうございます。     古屋 義夫君 

〇新年度理事・役員の皆様ご苦労様です。西尾隆

吏君を紹介できる びで。    貴田 永克君 

〇本日よりお世話になります。宜しくお願いしま

す。             西尾 隆吏君 

〇トロント世界大会へ参加して参りました。

宅間 秀順君 

〇いよいよ５０周年を迎えます。皆さんよろしく

お願いします。         社本 太郎君 

〇新川瀬ＲＣの始まりを祝して

加藤  茂君 

〇川瀬丸の出航です。皆様よろしくお願いします。

和田 了司君 

〇新しい考えで前に進む楽しさ，頑張りましょう。

松尾 隆徳君 

〇理事役員の皆さんお世話になります。

近藤 太門君 

〇川瀬さん，頑張ってください！

山田  治君 

〇新生川瀬丸の舟出を祝して

青山 博徳君 

〇西尾隆吏君，入会おめでとうございます。

伊藤 正之君 



〇一年間よろしくお願いします。 

稲垣 勝彦君  梅村   守君   大原 泰昭君  

小川 茂徳君 小柳出和文君  加藤 宗生君  

北  健司君  清水   勲君  下田 育雄君  

栃本  正樹君 成瀬  治康君  早川  八郎君 

速水 敬志君 場々大刀雄君  藤川 誠二君  

屋嘉比良夫君 

○ご協力ありがとうございます。 

           ニコボックス委員会一同

お知らせ

これまで使っていたエレクトーンは 20年以上前

に伊藤正之君から寄贈されたものです。耐用年数

を大きく過ぎ不具合も多くなったため、この度川

瀬会長から新しいエレクトーンが寄贈されました。

長年使わせていただいたことに、伊藤正之君には

心から感謝いたします。 

会長挨拶 川瀬 治通君 

旧エレクトーン（伊藤正之君 寄贈） 

新エレクトーン（川瀬治通君 寄贈） 

名古屋空港 RC会長挨拶 山北 秀和君 

名古屋空港 RC幹事挨拶 安川 正勝君 



名古屋城北 RC奥村会長挨拶 幹事 岩田貴子君 

新入会員挨拶  

新会長 川瀬 治通君  幹事 古屋 義夫君 

例会風景 

近藤直前会長 お疲れ様でした 


