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第27回例会

2018年2月1日(木)

司会進行 野村 治
「君が代」斉唱 「それでこそロータリー」唱和
会長報告

酒井 俊皓 会長

スタートしています。ちなみに受信料は月額200円、現在の価
格にすると約6～7000円です。情報社会の幕開けと言ってもい
いでしょう。
ほとんどの方は知らないと思いますが電気屋のテレビで見た
プロレスや相撲に心躍らせた子供の頃のことを思い出します
と、懐かしさもありますが、本当に年をとったなと少しさみしい気
持ちにもなります。どうか、明日を語れる皆さんで新しいロータ
リークラブを創っていただくようお願いして会長報告とします。

出席報告
当日(2/1)

前回(1/18)

河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

会員数
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ニコボックス報告

皆
皆さんこんにちは！
本日は、新入会員の不破直行さんと永田聡子さんの入会式と
クラブフォーラムの予定です。今年度半期で２名の会員を迎え
ることができ大変喜んでいます。どうか皆さんお二人が宮の杜
ロータリークラブに入会して良かったと言ってもらえるよう宜しく
お願いします。また現在入会手続き中の方が１名と入会希望者
が２名（内１名は女性）おられると聞いておりますので、佐野委
員長はじめ会員増強委員の皆さん宜しくお願いします。女性会
員の比率は、世界全体では約１９パーセント、日本では約５
パーセントです。女性会員がもう一人入会していただければ、
何とか５パーセントはキープできますが、台北石橋ＲＣは約半
数が女性会員です。どうか特に女性会員の増強に頑張ってい
ただきたいと思っております。
イアン・ライズリーＲＩ会長から、下半期へ向けて「親愛なる
ロータリーの皆さま」というメッセージが来ていますので一部をご
紹介します。
一つは、本年度の新たな取り組みとして、他のクラブやさまざま
な国のクラブ、ロータリー会員との文化交流プログラムや友情
交換プログラム等の活動の推進です。二つ目は、年当初の方
針にあった植樹プロジェクトの推進です。植樹については、菅
原社会奉仕委員長のご尽力で3月22日に熱田の高蔵公園で
行いますので是非ご出席ください。次に2月は「平和・紛争予防
月間」ということで、2月から6月まで6回開催される会長主催平
和会議への参加要請です。会議への参加は兎も角として、今
一度日本を取り巻く状況や憲法改正論議等、日本の平和、ひ
いては世界平和について考えてください。
平和と云えば、今日２月１日は、1895年（元治2年）第16代アメ
リカ合衆国大統領リンカーンが奴隷制度全廃を定める憲法修
正第13条に署名をした記念日「自由の日」です。アメリカは、
1776年7月4日に独立宣言をし、この独立宣言には、基本的人
権を高らかに謳っています。しかし、この規定は、白人にのみ
のものであり、また女性にも適用はありません。その意味では、
自由の日は人類の歴史上大変重要な日と言えるでしょう。
また、1899年（明治32年）2月1日は、東京、大阪間で初の長
距離電話が開通した日です。ちなみに1通話60銭、現在の価
格にすると約2500～3000円です。1953年（昭和28年）2月１日
は、日本初のテレビ放送がＮＨＫ東京放送局で
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河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

2月4日立春で52歳になります。今年も占いで大器晩成と言わ
れました。いったいいつになりますか？教えてください。
野村治
野々垣雄介
昨日バーディーが取れました！
始めまして、本日から仲間入りさせて頂きます。よろしくお願い
永田聡子
します。色々学ばせてください。
酒井俊皓
寒いですね！
クラブ奉仕委員会懇親会の会費の釣￥1,912を入れます。
河合秀紀
第27回例会を祝して
浅野慎之 出口茂 不破直行 長谷川裕一
樋口昌男 河村直樹 牧野敬充 水野紀孝
奥村与幸 佐野洋一郎 菅原浩昭 鈴木拓将
高木俊郎 田中吉彦 渡邉大祐 安田保

幹事報告
髙木 勝 幹事
●2月ロータリーレート＝110円
●囲碁大会 4/22(日) ＠日本棋院会館本院
（東京・市ヶ谷）興味ある方は事務局まで。
●本日卓話時間にクラブフォーラム
(上期決算・次年度決算)
●次回例会2/24(土)のIMに振り替え。
欠席予定者はメークアップ必須。
IM：＠岡崎市竜美丘会館 大ホール
2/15(木)は休会。
●例会後理事会開催予定。
R情報委員会より報告
～「ロータリーの友」おすすめページ～

田中 吉彦 委員長

【P6】ロータリーの誕生とその成長
今月は2月23日にロータリー創立記念日があります。
それにちなんで、紹介します。ポール・ハリスを含めた
4名が商業道徳の欠如に耐え兼ね、友人同士で取引し
仕事上の付き合いがそのまま親友関係に発展する
ような仲間付き合いがしたいとロータリーが誕生した
そうです。我々もそんな人間関係が築けれればいいな
と思い紹介させて頂きました。

ROTARY CLUB OF Nagoya Miyanomori
Ｒ財団委員会より報告
牧野 敬充 委員長
本日、皆様のお手元にロータリーカード入会のご案内を
配布しております。オリコのロータリーカードは利用金額
の0.3％がポリオの募金になります。ポイントを貯めてい
るカードなどもあると思いますが、その内の1～2万円で
もご利用頂けるとポリオ撲滅へとつながります。
ロータリー財団としては一番わかりやすい活動かと思
いご案内致しました。前回配布したダイナースカード
よりもオリコカードの方が使いやすいかと存じます。
是非、ご入会頂き少しでもご利用頂ければと思います。
第3回クラブフォーラム
■上期決算
■18-19年度組織表
について諮り、承認されました。
新入会員 入会式
不破 直行 会員、永田 聡子 会員

不破 直行 会員
会 社 名 ： 株式会社タツミ(昭和39年創業）
職 業 分 類 ： 非鉄金属MD
年
齢 ： 48歳
～紹介文～
鈴木 拓将 会員より
3児のパパで中部大学を卒業しております。
JCで僕と加藤さんのストッパー役として大変お世話にな
りました。
先日卓話で来られた立浪さんと同い年で東邦高校の
野球部で甲子園にも行かれております。
今後皆様とも深く長いお付き合いになると思いますの
でよろしくお願いします。
～一言～
不破 直行 会員より
みなさんこんにちわ！
先ほどご紹介頂いたように大学まで野球をやっておりま
して、サラリーマンを5年、その後父が創立した会社へ入
社し20年が経ちます。
本会には加藤謙一くんや鈴木拓将くんなどJCで知り
合った方々が多数いらっしゃいます。
微力ではございますが、みなさんと一緒に色々勉強し
ていきたいと思います。よろしくお願い致します。
次回例会 【第29回通常例会】
時 ： 3月15日(木) 12:20～13:30
場 ： ホテルナゴヤキャッスル
1階「シャンボールの間」
卓 話 ： 「ヘルプマークについて」
卓 話 者 ： 小崎麻莉絵氏、高木芽生氏
そ の 他 ： 例会前後には何も予定ございません。
日
会

永田 聡子 会員
会 社 名 ： 株式会社DOUCE VIE(平成27年創業)
職 業 分 類 ： ウェディングデザイナー
年
齢 ： 54歳
～紹介文～
高木 俊郎 会員より
名古屋生まれ、市邨学園短期大学卒業。昭和63年に
結婚され、2児の母です。
東芝に入社後、ブライダル関係の株式会社ブラスで20
年勤められておりました。先般の夜間例会会場が現在経
営されているお店です。
入会前に一度酒井会長と食事会でお会いしましたが、
実は以前にもお会いしたことがあり久しぶりの再会と発覚
しました。その当時よりもご自身で経営をされている今は
輝いて見えた印象でした。
当クラブの唯一貴重な女性会員ですので、皆様是非サ
ポートしてくださいますようお願い致します。
～一言～
永田 聡子 会員より
みなさんこんにちわ！
前回は当店にお越し頂き誠にありがとうございました。
楽しんで頂けていたら嬉しいと思いました。
女性初ということで、とても緊張します。
今までブライダルという狭い業界での交流しかありませ
んでした。他業種の方との交流がなくともブライダル業界
内では問題なくここまでくることができましたが、創業をし
たときに改めて何が出来るだろうと考えました。そこで、こ
のような異業種交流をしてもっと成長していけたらと思っ
たのが入会の動機です。
他クラブの入会も考えていたタイミングで、見学に来た時
の良き雰囲気と新しいクラブで自分にもできることがある
のではないかということで、お仲間に入れさせて頂くこと
に決めました。学ぶことばかりだと思いますが、色々とご
教授頂けたら嬉しいです。

不破さん、永田さん
ようこそ！宮の杜ＲＣへ！
末永くよろしくお願い致します。

