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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      会長    川瀬 治通君 

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」 

・今月の歌   「北国の春」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶     会長    川瀬 治通君 

・京都大学名誉教授       稲垣 直樹様 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

今月の歌 

「北国の春」 

白樺 青空 南風 

こぶし咲く あの丘 北国の 

ああ北国の春 

季節が都会ではわからないだろと 

届いたおふくろの 小さな包み 

あの故郷へ 帰ろかな 帰ろかな 

先週の記録  

会長挨拶 会長  川瀬 治通君 

「例会と出席」 

ロータリーでは例会への出席を最も重要視し、そ

の規則も非常に厳格で、「例会への出席」を「会費

の納入」と「雑誌の購読」と合わせて三大義務と

言っています。忙しい仕事の合間を縫って出席す

るのですから、義務と言われても気が進みません

が、例会への出席はロータリーの会員だけの特権

でもあるのです。 

ロータリーの例会は「親睦と奉仕」によって成り

立っています。すなわち最初の30分間は食事と歓 

２０１９年３月２９日（金）２３９９回（３月第４例会） 

談の時間、親睦の時間。後の30分間は奉仕の話に

耳を傾ける時間。すなわち卓話/奉仕の勉強の時間

です。この2つの要素がなければロータリーの例

会とは言えません。先ほど、例会への出席は会員

の特権と言いましたが、ロータリーの例会には会

員以外の出席は認められません。例外はロータリ

アンのビジターです。これはmake up制度によっ

て世界中どこのクラブの例会にも堂々と入ること

ができます。また、卓話などでお呼びする方はク

ラブのゲストとして例会に出席することができま

す。これ以外の人は特別な許可がない限り例会に

出席することはできません。 

いろいろな理由でホームクラブの例会に出席でき

ないことがあります。そんな時には必ず make up

を行ってください。他クラブの例会にビジターと

して出席するか、所定のロータリー行事などに参

加すれば、ホームクラブの例会に出席したのと同

様に見なされます。またインターネットを使って

E クラブでの make up もできます。他クラブの例

会に出席すると、ビジターへの応対、そのクラブ

独自の例会運営を知ることができ、自分のクラブ

の良い点、足りない点が良くわかります。また、

海外でも積極的にmake upし、バナー交換をして

きてください。驚くようなことがたくさんあり、

良い思い出になると思います。英語ができなくて

も何とかなるものです。E クラブで make up をす

るのは簡単ですが、あくまでも例会欠席の補填で

すから、会長挨拶や卓話の内容を読んで、感想や

意見を書きこんでください。 

自動車を運転する時、ハンドルには必ず「遊び」

が作ってあり、車の安全な運転に役立っています。

洋服を仕立てる時にも、体にピッタリ合わせて作

られたなら、それこそ身動きできません。洋服の

「ゆとり」が体や手足の自由な動きを確保してい



るのです。私は人生におけるこの「ゆとり」「遊

び」こそがロータリーであると思います。ロー

タリアンの皆さんは、毎日毎日仕事に忙しく、

心の休まる暇もないと思います。週 1回、仕事

や商売を全く離れてロータリーの例会に出席す

る。そこには競争もなければ確執もありません。

あるのはただ温かい友情だけです。例会で同じ

テーブルの人と心を開きあい、笑顔で語り 合

う、なんと楽しい会合ではないでしょうか。ス

トレスを解消し、仕事への活力をもらい、やが

ては健康にもつながる秘訣ではないかと思いま           

す。 

さて、先週は伊藤太市長が卓話に来られたにも

かかわらず、出席率が悪かったですね。50％で

した。今期は例会数を減らしましたが、それだ

からと言って実際の出席率が増えてはいません。

会員一人一人が、もう一度出席について考えて

いただきたいと思います。 

また、美味しいお料理もたくさん残っていまし

た。もったいないですね。「食品ロスを減らすの

もロータリアンの義務」です。インターネット

でも電話でも良いので、是非出欠をお知らせく

ださい。ロータリアンの特権でもある例会出席、

そしてロータリアン同士の付き合いを大いに楽

しみましょう。 

もう一つ、再度のお願いです。次回 3月 29日

の例会には、春日井ロータリークラブの最初の

ロータリー財団留学生、京大名誉教授の稲垣直

樹先生が大阪から卓話にお出でになります。

「2760 地区と春日井ロータリーそしてフラン

ス・アミアンのロータリーにどのようにお世話

になったか、その後のキャリアにおいてロータ

リーの留学がいかに役立ったか」についてお話

しいただけるとのことです。是非たくさんの皆

さん聞いていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

幹事所感  幹事 古屋 義夫君 

本日の川瀬会長の会長挨拶を拝聴しながらロー

タリアンの義務と特典について再認識するため

考えてみました。 

要約すると… 

義務 

①定款、細則等を遵守すること。 

②入会金や会費を納入すること。 

③例会に出席すること。 

④新入会員を推薦すること。 

⑤委員会活動、その他ロータリープログラムに

参加すること。 

⑥ロータリーの友を購読すること。 

特典 

①全世界に品性高潔な友人を得る事ができる。 

②全世界の RC 例会、RC 会合に参加できること。 

③ロータリーアンとして絶大な信頼を得る事が

できること。 

この中で私達ロータリアンの中でとくに頻繁

に話題となる”出席”についてちょっと掘り下

げて考えそして自分自身学んでみました。 

例会はロータリアンの親睦を深める場でありま

た勉強の場でなければならないと先輩方から教

えて頂きました。そして今考えるとこれは基本

的なことだと思います。何故ならば素晴らしい

メンバーのひしめくロータリークラブの例会に

参加する事こそが親睦や学びのファーストステ

ップだからです。ですから例会運営にあたるメ

ンバーは貴重な時間を費やして例会に参加して

いるメンバーに何かしらメリットを与えなけれ

ばなりません。つまり限られた時間の中でどの

ように会員相互の親睦と学びを効果的に提供で

きるかを考え実行しなければなりません。また

会長挨拶、議事、各種報告、卓話等がロータリ

ー活動のクォリティを高めることになりそして

結果的には参加メンバーの皆様に喜んで戴ける

例会になるのだと思います。 

(出席)の一般規定 

メンバーが例会に出席したものとみなされる

には例会時間の少なくとも 60%に出席するかま

たは次のような方法で欠席をメークアップをし

なければなりません。 

(メークアップ)についての規定 

メークアップが必要な例会日の前後 14日間の

間にメークアップする事とありますが例会は本

来ロータリアンの親睦の場であり勉強の場であ

ることからメークアップの方法についても次の

ように規定されています。 

つまりロータリークラブの例会が親睦と自己

研鑽を目的としていますので、例会のメークア

ップの方法についても例会の出席に代わるもの

として存在する以上は常識的な範疇程度の規則

があるのだと思います。 

流石われらがロータリークラブ品性高潔です

ね… 



◎例会変更のおしらせ

◎例会休会のおしらせ

江南ＲＣ       ４月１１日（木）休会 

津島ＲＣ       ４月１９日（金）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 52 名 
欠席 27
名

 出席率 48.0% 

先々週の修正出

席

欠席 3
名

出席率 94.2% 

ニコボックス報告   委員長   藤川 誠二君 

○５０周年の式典への出席，お手伝いをよろし

くお願いします。       川瀬 治通君 

○５０周年記念式典について話させていただき

ます。            社本 太郎君 

○周年事業にご協力を！     山田   治君                   

○社本さん，頑張って！      加藤  茂君 

○地区補助金事業全て完了しました。 

青山 博徳君 

○卓話楽しみにしております。 

稲垣 勝彦君 大橋 省吾君  北  健司君  

小柳出和文君 岡本 博貴君  加藤 宗生君  

貴田 永克君 近藤 太門君  芝田 貴之君 

中川  健君 長曽 篤志君   西尾 隆吏君 

速水  敬志君 藤川 誠二君  古屋 義夫君  

場々大刀雄君  三上  努君  屋嘉比良夫君  

和田 了司君 

○ご協力ありがとうございます。 

           ニコボックス委員会 

川瀬会長挨拶 

50 周年記念式典の説明 

50 周年記念実行委員長 社本 太郎君 

国際奉仕委員長 岡本 博貴君 

名古屋千種 4 月 9 日（火）→未定

Ｒ  Ｃ 春季家族会の為 未定

名古屋守山 4 月 10 日（水）

Ｒ  Ｃ 春の家族会の為 守山方面 

名 古 屋 北

Ｒ  Ｃ

4 月 12 日（金）17：30～
IDM の為 「か茂免」

名古屋城北

Ｒ  Ｃ

4 月 16 日（火）→4 月 14 日（日）

地区研修・協議会の為 ナゴヤキャスル

名古屋名東

Ｒ  Ｃ

4 月 16 日（火）→4 月 13 日（土）

春の家族会の為 未定

名 古 屋 錦

Ｒ  Ｃ

4 月 16 日（火）

23周年記念の為

愛知長久手

Ｒ  Ｃ

4 月 16 日（木）

例会場使用不可の為 「華野」

名古屋大須

Ｒ  Ｃ

4 月 18 日（木）17：00～
チャリティーコンサートの為 市民会館

名古屋空港 4 月 22 日（月）

Ｒ  Ｃ 松本空港 RC合同例会の為 



記念式典委員長 芝田 貴之君 

記念式典委員会副委員長 大橋 省吾君 

記念事業委員会副委員長 稲垣 勝彦君 

幹事報告 古屋 義夫君 

点鐘 川瀬会長 


