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出席報告

第64回例会

2019年7月18日(木)

司会進行 永田 聡子 会場運営委員長
「奉仕の理想」唱和
会長挨拶
加藤 謙一 会長

みなさんこんにちは！
本日は地区大会実行委員会より桜井さん、出原さん、そ
して、名古屋中ロータリークラブより南野さん、ようこそお越
しくださいました。
さて、私事ではございますが、この例会が終わった後、中
国へ出張に行ってきます。近頃、こういった出張などの移
動中によく思うことがあります。それは「人と関わることが少
なくなったなぁ」と。家を出る時に奥さんと子どもに「行って
きます。」と言って出ると、それ以降は車や電車などで移動
します。車の場合、高速の乗り降りにはETCが反応してくれ
ます。昔は料金所で支払ったりしてましたよね。新幹線や
電車ではピッとカードなどをかざすと、そのまま改札を通過
できます。空港でも指紋や顔認証で通過することができ、
ほぼ話すことはありません。今の時代、海外へ行くのにも一
言も喋らずに行くことができると言っても過言ではありませ
ん。切符を買ったり、料金所で支払いをするなどの人とコ
ミュニケーションをとる機会が格段に減り、知らない人とほと
んど話すことがない世の中になってきたのではないかと思
います。そんな現代で、学校や会社など閉鎖された中の更
に、限られた仲間と限られた時間の中でイジメなどがあると
異常に疲弊したり、ストレスが溜まるのではないのかなとつ
くづく思いました。こういった子どもの授業についてなど、心
のケアなどについて考えることも委員会を通して今年は
行っていきたいと思っております。そんなことを出張の移動
中に感じたわけであります。
それから、話が大きく変わりますが、昨日弊社のお祓いを
三重の日本最古である若宮八幡宮の宮司さんにしていた
だきました。その方は霊視することができたり、滝行をさせ
てくれたり、とにかくすごいお方なのですが、なんとも本能
だけで生きているような感じがあり、変わった一面も持って
いらっしゃいます。昨日、氏神様へお参りに行った際も奇
行に走るところを見かけて、それは大丈夫か尋ねると「関係
ない。とにかく信じること、神様への思いが大事だ。」と仰る
ようなお方です。そんな方ですが、伊勢神宮に力を持たれ
ております。閉門した後の深夜参拝を会員の皆さんと一緒
にさせていただけるようお願いして話を進めております。ま
たその時がきましたら、多くの方とご一緒できればと思いま
すので、どうぞ宜しくお願い致します。
取り留めのない話となりましたが、本日も宜しくお願い致

河村直樹 出席委員長
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ニコボックス報告
河村直樹 出席委員長
加藤会長一年間頑張って下さい。
名古屋中RC 南野忠義
本日地区大会のPRに参りました。皆様方多数のご登録と
ご出席よろしくお願いします。
名古屋清州RC 地区大会実行委員
桜井利夫様・出原直朗様
高橋勝之
長男が8才になります。
アルバイトのハルちゃん本日バースデーなんです…(笑)
野村治
牧野敬充
ハルちゃんお誕生日おめでとうございます。
伊吹洋平
武川さん、ご入会おめでとうございます‼
大谷まさみ
3分間スピーチ楽しみです。
当日(7/18)
前回(7/4)

第64回例会を祝して
浅野慎之 浅野信 大野将義 奥村与幸
加藤謙一 河合秀紀 河村直樹 佐野洋一郎
鈴木達央 高木俊郎 髙山純平 田中吉彦
出口茂 永田聡子 不破直行 堀場和孝
RCC(NGUラブリッジ名古屋)報告
不破直行 RCC委員長
先週土曜、港サッカー場で試合が行われました。対スペラ
ンツァ大阪高槻で、1-0で勝利しました。その結果、チャレ
ンジリーグ2位以内確定となり、8月からの昇格のプレーオ
フ進出決定致しました。次回試合は7/20(土)15時～＠豊
田市運動公園球技場で行われます。時間のある方は応援
よろしくお願い致します。

ROTARY CLUB OF NAGOYA MIYANOMORI
新会員入会式（武川耀師英 会員）
【1日目】
11月9日(土)
・青少年フォーラム
受付9:30 開会10:00 閉会12:30
・本会議
:受付14:30 開会15:00 閉会16:30
・ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
受付16:50 開会17:30 閉会19:30
対象：会長、幹事、
青少年奉仕委員長(青少年フォーラムのみ)

第1回クラブフォーラム
議長：加藤謙一会長

進行：出口茂幹事

2018-19年度 決算(別紙配布済み)
2019-20年度 予算(別紙配布済み)
2019-20年度 委員会方針(別紙配布済み)
全て承認されました。
幹事報告
出口茂 幹事
●ロータリー全国囲碁大会が10/5(土)10:00～16:00＠東
京・市ヶ谷「日本棋院本院1階対局室」にて開催されます。
興味のある方は事務局へご連絡ください。
●日本のロータリー100周年記念のピンバッジを頒布する
そうです。1個200円です。希望される方は事務局までお申
しつけください。
●7/26(金)に地区会員増強セミナーが開催されます。出口
幹事、細川会員増強委員長が出席予定です。
●7/31(水)に地区内クラブ危機管理セミナーが開催されま
す。鈴木ロータリー情報委員長が出席します。
●8/8(木)に地区R財団セミナーが開催されます。出口幹
事、大野R財団委員長が出席予定です。
●同日にRI会長歓迎晩餐会が開催されます。加藤会長、
高橋会長エレクト、出口幹事にて出席予定です。
●8/9(金)に名古屋北RC例会にRI会長が出席されます。
加藤会長、高橋会長エレクト、酒井SAAが出席予定です。
●本日、この後に第1回クラブフォーラムを開催致します。
●次回例会8/1(木)12:10～13:30＠ホテルナゴヤキャッス
ル1階シャンボールの間。例会前に会長幹事懇談会、例会
後にクラブアッセンブリーを開催致します。役員・理事・委
員長の皆様宜しくお願い致します。
地区大会のPR
名古屋清州RC

地区大会実行委員会

桜井利夫様・出原直朗様

貴重なお時間を頂きありがとうございます。
本年度の地区大会のご案内に名古屋清州ロータリークラ
ブから参りました。会員33名の小さなクラブの為、そのあた
りはご容赦頂ければ幸いでございます。
今回の目玉は橋本徹さんの講演ではないかと思います。
是非多くのご出席を賜りたくお願い申し上げます。

【2日目】
11月10日(日)
・本会議
受付9:30 開会10:00 閉会16:00
対象：会長、幹事、役員、理事、
各委員長、入会３年未満の会員
委員会開催状況
2019年6月17日 本次年度クラブ奉仕委員会 開催済み
2019年6月25日 本次年度社会奉仕委員会 開催済み
2019年7月4日 第1回プログラム委員会 開催済み
2019年7月18日 第1回R情報委員会 開催済み
2019年8月1日 第1回出席委員会 開催予定
2019年8月29日 第1回会場運営委員会 開催予定
【委員会を開催する際の手順、必要事項について】
1 開催予定を事務局へ連絡
2 事務局より会長・幹事・委員会メンバーへ出席要請
3 事務局より当日の必要資料を委員長へ送付
4 開催後1週間以内に事務局へ議事録を提出
～必須事項～
● 会長・幹事・委員会メンバー・その他必要メンバー
への出席要請
● 議事次第、出席者署名、議事録(備忘録)
（形式は自由）
上期の例会及び行事予定
■＝メークアップが必要
□8/22(木) 17:30～第2回定例理事会
18:30～会長幹事慰労会
■8/29(木) 12:10～13:30
通常例会(ガバナー公式訪問)
■9/5(木)
18:00～(予定) 夜間例会
■9/19(木) 11:00～12:00 第3回定例理事会
12:10～13:30 通常例会
■10/3(木) 11:00～12:00 第4回定例理事会
12:10～13:30 通常例会
■10/17(木) 12:10～13:30 通常例会
13:40～14:40 第2回クラブアッセンブリー
□10/31(木) 第1回IDM
■11/7(木) 11:00～12:00 第5回定例理事会
12:10～13:30 通常例会
■11/21(木) 12:10～13:30 通常例会
(夜間)指名委員会
■12/5(木) 18:00～(予定) 夜間例会(クリスマス会)
※家族同伴可
■12/19(木) 夜間例会前 第6回定例理事会
18:00～(予定) 夜間例会(上期納会)
次回例会【第66回通常例会～ガバナー公式訪問日～】
日 時 ： 8月29日(木) 12時10分～13時30分
会 場 ： ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ1階「シャンボールの間」

