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皆

次年度西三河中分区会ガバナー補佐　鈴木 正輝　様

鈴木正輝西三河中分区ガバナー補佐をお迎えして！残り

少ない日数を胸に！

鈴木正輝次期ガバナー補佐をお迎えして

次年度ガバナー補佐鈴木さん、分区幹事中野さんを

お迎えして！

昨日プロ野球スカウトゴルフコンペに下村さんの紹介で参加

しました。ベスグロでしたがベスグロ賞は無かったです。

スマホゲームで課金が100万を越えました。ばんざーい！

第35回例会を祝して

100.0%

山城徹也

浅野信　出口茂　不破直行　加藤謙一　河合秀紀

河村直樹　牧野敬充　水野紀孝　奥村与幸

皆さんのお仕事についても「持続可能性」について、今一度考
えてほしいと思っています。
　第２は、「不易流行」と言います、ロータリーがこれからも持続
可能であるためには、ローアリーの基本理念・目的を常に座標
軸として、従来の活動を見直し、変化を恐れずに新しい展開を
していくことが必要であると考えています。と会長方針で述べて
いるところです。
　そして、ロータリーにおいては、職業奉仕が一丁目一番地で
あるとして最重点課題としました。もっとも意図した活動ができ
たかについては忸怩たるものがあります。そのことは会長の責
任と感じています。
　私は、大したロータリー経験はありませんが、予てよりロータ
リーは、少し形式にこだわりすぎているのではないかと感じてい
ました。そこで手始めに会長挨拶をやめることにしました。ところ
が会員の多くの皆さんからの反対で「ロータリーについての報
告をするという形で残ってしまいましたが」今でも残念に思って
います。その他、例会の持ち方も皆さんと協議して変えていき
たいと思っていましたが、これも残念ですができませんでした。
申し訳なく思っています。
　会長エレクトは「私たちが願うロータリーを表した「ロータリーの
ビジョン声明」の実現のため、リーダーシップを発揮することが
大切」と強調しています。
　我がクラブは、歴史がありませんが、むしろこれを生かして、
変化を恐れずに、手作りの我がクラブにふさわしい例会を作り
上げて行ってほしいと思っています。
　今日は、西三河中分区ガバナー補佐エレクトの鈴木正輝様
にお越し頂いております。後程卓話をしていただけるとのこと楽
しみにしています。
　なんとなく次年度ムードになってきていますが、あまりはしゃぐ
と奥村会長エレクトに嫌われてしまいますので、あと一ヶ月頑
張ってタスキを次年度に繋いでいく所存ですので、どうか皆さ
んもご一緒にロータリーを楽しんでいただけるようお願いして、
会長報告とします。

　ニコボックス報告 　 河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

酒井俊皓

大口弘和

髙木勝

会員数 修正出席数 修正出席率
前回(5/10) 44 44

　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

　皆さんこんにちは。今日は、名古屋は気温が予報では30度に
なるということです。どうかお体には充分お気を付け下さい。
　ロータリーの友には、毎月巻頭に「ＲＩ会長メッセージ」がのっ
ています。5月号では、「私たちを一つにするビジョン」として述
べられていますので記事を読ませていただきます。「昨年6月、
ＲＩ理事会は私たちの活動の多様性を結ぶ一つの目的とロータ
リーのアイデンティティーを反映した新しいビジョン声明を、採
択しました。
　「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自
身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取
り合って行動する世界を目指しています。」
　（これは）どこに住んでいても、どんな言語を話していても、ど
んな活動をしていようとも、私たちのビジョンは同じです。世界
をより良い場所にできると信じ、そのために私たちはみな活動
しています。ロータリーは、世界をより良くする機会を与えてくれ
るから、私たちはここにいるのです。「ロータリーは：変化をもた
らす」のテーマを通じて、一つになって行動を起こしましょう。と
結んでいます。
　このビジョンについては、本年1月に開催された、国際協議会
でのバリー・ランスＲＩ会長エレクトの挨拶の中でも取り上げられ
ています。ロータリーの友3月号にその記事がありますので読ん
でみてください。
　そして、同じ3月号に会長エレクトに質問をした記事が載って
いますので、紹介します。
「絶対になくしたくないロータリーの伝統がありますか。」との質
問に対して、「「四つのテスト」は絶対になくしたくありません。例
会でのいくつかのしきたりはやめてもいいでしょう。もはや、例
会が堅苦しい必要はないと思います。しかし、中核的価値観や
倫理や職業分類は、残さなくてはなりません。これらは、ロータ
リアンがどのような人か、他とはどう違うかを表しています。その
真価を認め、その理念をこれからも発展させていく必要がある
からです。」と答えています。私は、この記事を読んで我が意を
得たりと思いました。
　第1は、本年度の私の会長方針でも述べましたが、地球環境
は勿論、あらゆるところで、今、正に「サスティナビィリティ」「持
続可能性」が重要なキーワードとなっています。ロンドンオリンッ
ピク以来、オリンピックにおいても「持続可能性」のあるものにと
いうのが理念となっています。どうか、今後のロータリー活動、

当日(5/17) 44 27 61.4%
前回(5/10) 44 31 70.5%
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： 6月21日(木)　12時20分～13時30分
： ホテルナゴヤキャッスル3階「松竹の間」

クラブフォーラム
ＲＣＣ年間活動報告

： 特になし
発行日：2018年6月7日(木)

卓話「自己紹介と次年度西三河中分区の情報」
　　　次年度西三河中分区ガバナー補佐　　鈴木 正輝 氏

2018-19年度　ガバナー補佐事前訪問
◇ 2018-19年度　バリー・ラシンRI会長テーマ
　『インスピレーションになろう 』
◇ 村井總一郎ガバナーの地区の活動方針
　『 あなたの街でロータリーを!
　　　　　　　　　　　　　あなたの街からロータリーを! 』
 ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう

【次年度 西三河中分区の情報】
・ガバナー訪問
《 岡崎のRCと豊田のRCがペアになっております 》
豊田三好RC 【8/27(月)】
岡崎東RCと豊田西RC 【8/30(木)】
豊田中RCと岡崎城南RC 【9/4(火)】
名古屋宮の杜RC 【9/6(木)】
豊田東RCと岡崎RC 【9/12(水)】
岡崎南RCと豊田RC 【10/2(火)】
愛知三州RC 【10/25(木)】
※下線のあるRCがホストRCとなっております。
・ガバナー補佐訪問《 例年と同じガバナー補佐訪問 》
名古屋宮の杜RC【8/2(木)】
豊田西RC【8/6(月)】、豊田三好RC【8/6(月)】、
岡崎城南RC【8/7(火)】、岡崎東RC【8/9(木)】、
豊田中RC【8/21(火)】、豊田東RC【8/22(水)】、
岡崎RC【8/29(水)】、豊田RC【9/13(木)】、
岡崎南RC【9/18(火)】、愛知三州RC【10/11(木)】
※下線のあるRCは夜間例会となっております。

●次年度委員長の方へ次年度委員会方針の提出をお
いしております。5/31(木)までのご提出お願い致します。
●次回例会6/7(木)12:20～13:30＠ホテルナゴヤキャッ
スル3階　「松竹の間」
次年度ガバナー村井總一郎氏が来訪されます。
例会後には次年度予定者会議がございます。本来、本
日開催予定でしたが、委員会方針の検討期間を多く設
ける為、変更させて頂きました。
次年度委員長予定者の方は宜しくお願い致します。
●以前から何度も案内しておりますが、職業奉仕への道
を未提出の方は5/31までにご提出ください。

　ニコボックス報告(続き) ・分区内交流事業
　《 若い会員の他クラブへの出席推奨 》
☆ 対象者は入会3年未満の新入会員
☆ お一人、年間3回までメークアップ料の補助
・地区大会への参加!
 《 蒲郡市民ホールで
           2018年11月10日〈土〉～ 11〈日〉に開催 》
・会員増強をお願いします。また、財団への協力もお願いし
ます。
・I.M ( Intercity Meeting )
　西三河中分区のI.Mの実施 !
　2019年2月16日〈土〉午後
　場所 : 名鉄トヨタホテル で開催
・WFF ( ワールドフード＋ふれ愛フェスタ ) への参加を !
場所:名古屋久屋大道公園
◇ 第6回WFF開催　  開催日
　　2018年10月27日(土)、28日(日)
◇ WFFに参加して、ポリオ撲滅に協力をお願いします。
◇ チケットの購入、広告協賛のお願い　◇ 西三河中分区
の出店ブースもあり !
・地区大会への参加!
《 蒲郡市民ホールで2018年11月10日〈土〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ 11〈日〉に開催 》
・ポリオプラスにご協力を !
ポリオ例会をしましょう、ポリオ撲滅にご協力を !
・第26回西三河中分区RC懇親ゴルフ大会にご参加を !
　　ホストクラブは岡崎南RC
　　2019年4月12日(金)　葵カントリー倶楽部で開催

第4回名宮会ゴルフコンペ(5月24日(木))

卓 話 ：

会員増強委員会より報告 佐野 洋一郎 会員増強委員長

是非新入会員をご紹介頂きたく紹介者リストをメールに
てお送りします。6/7例会にご記入の上、当方までご提出
頂けますと幸いです。本日見学にお越し下さった現王園
様にも是非ご入会頂ければと思います。次年度に繋げる
為、残り少ない期間しっかり取り組みますので宜しくお願
い致します。

高木俊郎　田中吉彦　山下智己　安田保

　幹事報告　　　　　　　　　　　髙木　勝 幹事

日 時
会 場

例 会 後

　次回例会【第37回通常例会】

大野将義　佐野洋一郎　菅原浩昭

ROTARY CLUB OF Nagoya Miyanomori

鈴木次年度ガバナー補佐、

中野次年度分区幹事
本日はお越し頂きありがとうございました。

次年度も何卒宜しくお願い申し上げます。


