
【P12】メークアップのすすめ
第一・第三木曜　12:20-13:30 メークアップは欠席の埋め合わせと他クラブとの交流・
〒460-0008 名古屋市中区栄1-22-16ミナミ栄ビル402 を深めるという意味があります。現在当クラブは出席率
TEL 052-253-7821／FAX 052-253-7820 連続100％となっておりますので、欠席された方はどこかで

2017-18年度R.I.テーマ ウェスティンナゴヤキャッスルホテル　TEL 052-521-2121 メークアップをされていると思うのですが、今年度の私の
R.I.会長　ｲｱﾝ H.S. ﾗｲｽﾞﾘｰ この発表も残り2回となっておりますのでどうかメークアップ

ではなく、是非ご出席頂いてロータリーの友の読みどころ
を楽しんで頂ければと思います。

2018年4月5日(木)
●4月ロータリーレート＝104円
●明日は分区のゴルフ大会です。対象者の方は宜しく

お願い致します。
●4/15(日)13時～16時半＠ホテルナゴヤキャッスルにて

地区協議会が開催されます。
●前回例会のヘルプマークの卓話をしてくださった

高木様より4/7(土)9時～17時半＠名古屋城にてＰＲ
ブース出展のご案内を頂きました。お時間ある方は
是非足を運びください。詳細は本日配布のウィーク
リーをご覧頂くか、事務局へお問い合わせください。

●事務局家族会振替＆有給休暇4/12(木).13(金)、
4/23(月).24(火)（LINEは繋がります。急用の場合は
LINEにてご連絡ください。）

●例会後は第10回定例理事会を開催致します。
　
皆

卓話させて頂く慶びで ●次回例会は今週(日)「春の家族会」です。出席される
方は8:45に愛知芸術文化センター(錦通沿い)集合

江崎P.Gをお迎えして です。欠席される方はメークアップお願い致します。
例会の欠席が続き皆様にご迷惑をおかけしました。 ●次々回例会4/19(木)＠ホテルナゴヤキャッスル1階

4月の例会から復帰します。 シャンボールの間台北石橋RCの方がみえます。
江崎パストガバナーをお迎えして。 前夜に合同懇親会を矢場とんにて行います。 
4月8日の家族会皆様で楽しみましょう！！ 参加される方へはまた会場等ご連絡致します。
江崎様をお迎えして。

石橋ロータリーでお世話になりました。

江崎先生今日の卓話有難うございます。

本日の卓話に江崎パストガバナーを

お迎えしました。

退任が近くなってきました。カウントダウンです。

4/8(日)家族会、妻と息子がお世話になります。たぶん…

ご迷惑おかけするんじゃないかと思います‼さらに4/9(月)その

横着息子が小学校に入学します。皆様ありがとうございます。

最近気づいたことシリーズ②

ロータリーのお昼ご飯。おしぼりくらい出してほしい。特にパン

が出る時は出してほしい。キャッスルさんお願いします。

第31回例会を祝して

本日配布しております資料ついてご案内です。
3/22(木)に記念植樹が行われました。予報は雨でしたが、
いい天気の中行うことができました。皆様のおかげです。
有難うございます。他にRCCのことも記載しております。
今年の活動報告として地区に提出致します。

　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

　幹事報告　　　　　　　　　　　髙木　勝 幹事

　卓話「Rotary Magic」
　　　　　　パストガバナー　(小牧RC)　江﨑 柳節 氏

普通の実業家、専門職業人が「ロータリーの奉仕」を実践す
ることが、己の職業上の成功と人生の幸福の真の基礎とな
るという「ロータリーの黄金律」は何としてもRotary Magicで
はなかろうか。
　10数年に及ぶロータリー・クラブの会員減少が何に起因す
るものか。ロータリーは苦悩を重ねてきた。ビッグ･データと
言われるロータリアンの意識に関わる討論・アンケートと世
界のプランニング変革管理専門とするコンサルティング会社
等のアドバイスにしたがってロータリーのシステムに変革が
勧められている。地区・リーダーシップ・プラン、それを補完
するクラブ・リーダーシップ・プラン、ロータリー戦略計画がそ
れであり、2016年には規定審議会でクラブの柔軟性と多様
性が示された。その中で戦略計画の第2の項目、

人道奉仕の重点化と増加は制定案として地区、クラブに取
り入れられ、これはロータリーのＤＮＡである奉仕の実践の
面で効果的な結果をもたらしつつある。
クラブの柔軟性の提案は、いろいろな反響を来たし、了解さ
れつつあるが、他方クラブが細則を見直し従来以上のしっ
かりとした理念を守ろうとする道も選択肢に入る。
戦略計画第1条のクラブのサポートと強化は次の事を読み
取る事が求められている。クラブのロータリーに対する研修
の徹底、会員増強より「維持」の努力が喫緊の急務であるこ
となどである。
　ロータリーは奉仕資源としては従来自己完結型管理で、
国家予算、巨大慈善団体のような規模のニーズには応えら
れない。重点を人道、平和、健康、経済、衛生等にしぼって
持続可能性を重んじたプロジェクとを重視している。これら
の今日的変革をよく共有したクラブの戦略的な方向性を
もって、魅力ある希望に満ちた実践が望まれる。勿論ロータ
リー道場に中での自己研磨は会員の了解事項でもある。
　こうしたクラブの例会を中心とした重積された実践と理念
が、希有なる奉仕団体として110年の歴史を刻み、更に進化
を続けることだろう。

ROTARY CLUB OF Nagoya Miyanomori

「君が代」斉唱　「奉仕の理想」唱和

長谷川裕一　樋口昌男　堀場和孝　河合秀紀

河村直樹　清訓芳　牧野敬充　水野紀孝　奥村与幸

大野将義　佐野洋一郎　菅原浩昭　鈴木達央

　社会奉仕委員会より報告　　菅原 浩昭 委員長

大口弘和

野村治

田中吉彦

山城徹也

浅野信　浅野慎之　出口茂　不破直行　権田淳裕

44 44 100.0%
　ニコボックス報告 　 河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

2007-08年度パストガバナー(小牧RC)　江崎柳節　様

　皆さんこんにちは。
　今日は、二つの報告があります。まず第1は、3月22日に
「愛知三州ロータリークラブ」の認証状伝達式・チャーター
ナイトに遠山さんと出席しました。同クラブは、会員30名（内
女性会員4名）、平均年齢46歳と我がクラブより若いメン
バーのクラブです。区域限界は三河全域で例会は毎月第
2・4木曜日（18時30分～19時30分）ということで我がクラブと
同様ＲＩの新規約に基づくクラブです。会長の林和夫さん
は、私の中学、高校の同級生の弟さんで、会長からは、設
立に際し、我がクラブの設立からの資料が大変参考になっ
たとお礼を言われえました。二つ目は、3月30日に、台湾の
「台北石橋ロータリークラブ」の3周年記念のチャーターナイ
トに、大口弘和名誉会員、野々垣雄介ご夫妻、遠山堯郎さ
ん、河村秀紀さんと出席してきました。地区の役員や他の
ロータリークラブの会員も多数出席した大変盛大なパー
ティーでした。この席で、我がクラブから過日の台湾の地震
に対するお見舞いとして義捐金を贈呈しました。これが台
北石橋ロータリークラブからの感謝状です。詳しくは、野々
垣国際交流委員長からご報告があると思います。4月19日
の例会に、台北石橋ロータリークラブの会長ほか5名の会員
が来訪されます。また前日18日には、歓迎会を行いますの
で是非多数の会員の出席をお願いします。
　さて、今日4月5日も日本の独立に関係する日です。1968
（昭和43）年4月5日に日本・アメリカ間で小笠原諸島の返還
協定が締結されました（実際の返還日は、協定発効日の6
月26日）。もともと小笠原諸島は1593年に小笠原貞頼により
発見された日本古来の領土です。ところで皆さん硫黄島は
ご存知ですね。硫黄島は小笠原諸島の一つです。硫黄島
と言えば、1945年2月19日から3月26日までの間続いたアメ
リカ軍の総攻撃が有名です。4,5年前にクリントイーストウッド
監督で「硫黄島からの手紙」という映画が作られています。
ご覧になった方も多いと思いますが、アメリカ側から見た戦
い、日本側から見た戦いを公平に描いていて大変感動に
満ちた作品です。アメリカ軍は延べ7万人、日本軍は

栗林忠道陸軍中将率いる21000人の兵士が加わったといわ
れています。アメリカ軍死者6821人、負傷者28686人、日本
軍死者20000人という壮絶な戦いでした。この戦いで1932年
ロスアンジェルス・オリンピック金メダリストの西竹一（バロン
西）陸軍大佐も戦死しています。戦後アメリカの雑誌社が敵
味方関係なく第二次世界大戦の名将10人を選んでいます
が、その一人として栗林中将も選ばれています。いずれに
しても、こういった多くの犠牲の中で今日の平和が築かれて
いったことをもう一度考えてみましょう。
　出席報告 　 　　　　　河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

会員数 出席数 出席率
当日(4/5) 44 33 75.0%
前回(3/15)

髙木勝
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事務局

例会場

司会進行　野村　治

　会長報告　　   　　　　　　　　 酒井 俊皓 会長

44 30 68.2%
会員数 修正出席数 修正出席率
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〒451-8551 名古屋市西区樋の口町3番19号

2017-18年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ

例会日

神野　重行

前回(3/15)

酒井俊皓

　鈴木拓将　高木俊郎　高橋勝之

増田盛英

遠山堯郎

第31回例会

江崎柳節パストガバナー

この度は卓話して頂き誠に

有難うございました。

tel:052-253-7821　FAX:052-253-7820


2018年4月8日(木)

ご家族の皆様有難うございます。一日楽しんでください。

初めての春の家族会を祝して

第34回夜間例会
： 5月10日(木)
： ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ

3階「萩の間」
： クラブアッセンブリー

定例理事会(新旧)
＠3階「松竹の間」

　次回例会

日 時
会 場

例 会 後

近藤大輔　牧野敬充　佐野洋一郎　菅原浩昭

髙木勝　高木俊郎　田中吉彦

ROTARY CLUB OF Nagoya Miyanomori

　ニコボックス報告 　 　牧野 敬充 出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員

浅野信　出口茂　加藤謙一　河村直樹　清訓芳

酒井俊皓

会員数 修正出席数 修正出席率
前回(4/5) 44 44 100.0%

当日(4/8) 44 13 29.5%
前回(4/5) 44 33 75.0%

　出席報告 　 　　　　　　牧野 敬充 出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員

会員数 出席数 出席率

　台北石橋ロータリークラブが３周年チャーターナイトを迎え
られるにつき、一言お祝いを申し上げます。
　貴クラブとは、私ども名古屋宮の杜ロータリークラブの遠
山堯郎メンバーのご縁で昨年10月の例会に参加させてい
ただきました。その折には、大変友情あふれるお持て成しを
頂き、参加者一同感激をいたしております。
　ここで少し、当クラブの紹介をさせて頂きます。創立・2017
年1月19日（認証状伝達式3月9日）、創立時会員・43名（現
在44名）、スポンサークラブ・岡崎ロータリークラブ、所属・
2760地区、テリトリー・愛知県全域、例会日・第1,3木曜日で
す。当クラブの特色は、世界のロータリアンの平均年齢が60
歳を超えている現状、約49歳という若いメンバーが中心で
す。もっとも貴クラブの平均年齢約44歳には足元にも及び
ませんが。
　当クラブの本年度の基本方針は「ロータリーを理解し、
ロータリーを楽しもう」です。貴クラブと当クラブは、いずれも
新しいクラブではありますが、お互い若いメンバーを中心に
活気あふれるクラブです。今後一層の交流を深め新しい未
来に向かって歴史を創って行こうではありませんか。

　　　　　　2017-18度　名古屋宮の杜RC　会長　酒井俊皓

　会長挨拶　　   　　　　　　　　 酒井 俊皓 会長

　皆さんこんにちは。
　家族旅行会に会員の皆様、またご家族の皆様多数参
加して頂き有難うございます。
高木俊朗親睦委員長が練りに練った企画ですのでどう
か楽しんでください。今年度も第４コーナーを回っていよ
いよゴールが見えるところまで来ました。不慣れな会長で
皆様には何かとご迷惑をお掛けしたことと思いますがお
許しください。私自身は、ほぼほぼ終わった気持ちに
なっています。あと約２ヶ月どうか最後までご協力をお願
い申し上げます。
　さて、今日4月8日は、お釈迦様の生誕の日です。約
2500年前と言われています。降誕会（ごうたんえ）とか仏
生会（ぶしょうえ）とも言われています。私の子供の頃は、
どこのお寺でも稚児行列があり、立位のお釈迦様像に甘
茶を掛けて花祭りのお祝いをしていました。クリスマスや
バレンタインデイなどは盛大に行われてクリスチャンでも
ないのに年中行事としてすっかり日本に定着しています
が、日本古来の風習や行事が失われていくのは寂しい
限りです。新しい文化を取り入れることも悪くはありません
が、どうか伝統的な日本文化も大切にしていきたいもの
です。

司会進行　髙木　勝　(懇親会　高木俊郎)
「我等の生業」唱和
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台北石橋RC 3周年チャーターナイト
第32回例会

～行先～

MIHO MUSEUM

ラコリーナ近江八幡

～食事～

蔓ききょう

（近江牛など）

名古屋宮の杜ロータリークラブ

春の家族会


