
　皆さんこんにちは。まだ暑さはありますが、かな
り過ごしやすくなりました。
　中学時代に、忘れられない思い出があります。中
学1年の夏休みが終わり、新学期の始め、校内の
水泳大会がありました。特別泳ぎが得意というこ
とではありませんが、私は25ｍ背泳ぎに参加をし
ました。クラスで1人1種目参加をするクラス対抗
です。タイムは覚えていませんが、男子背泳ぎで優
勝することが出来ました。表彰状は、1年Ａ組関谷
俊征と筆書きで、校長名が入って校印が押してあ
る、当時としては、立派な表彰状でした。種目別とはいえ、学年で一番にな
った訳ですから、とにかく嬉しくて喜んで、表彰状を家に持ち帰りました。
　当時の我が家は、家長がすべての権力を持つ絶対王政で、早い話、親父
がとても厳しく、恐い存在でした。そんな親父に、優勝して学年で一番にな
ったと伝え「よくやった」とまでは行かなくても「よかったな」くらいは言わせ
ようと、子供心に思いました。表彰状を親父が帰ったら見せようと思い、た
だ見せるのではあまりにもストレートなので、自然に気が付くように、夕食
の食卓近くの、必ず目に入る所に、そっと表彰状を置いて時を待ちました。
夕食の時間、席に着こうとした親父が表彰状に気付き「ほう、優勝したの
か」と一言。誉めてもらえると待ち構えた私に「背泳ぎか？何で引っ繰り返
って泳がないといかんのだ？本当の学年で一番は自由型の優勝のこと
だ！！」という一言でした。誉めてもらえると確信していた思春期の少年は、
頭の中が一瞬でまっ白になり、その後の情景は全く記憶にありません。親
父に誉めてもらえる、認めてもらえるであろう最初で最後のチャンスを失っ
た訳ですが、以来、親父は私が誉められて伸びるタイプだという事に気付
かぬまま、子育てを続け、誉められることなく私は、今日まで伸び悩みの中
で生きてきました。
　ゴルフで82で回る技術はあると、自分では信じていますが、92だと言わ
れると、何故か結果が92になってしまう。これも誉められて伸びるタイプの
1つの症状でしょうか？10月には4ＲＣのゴルフ対抗戦があります。皆さん
の中にも、私と同じタイプの方もお見えになると思いますので、どうか仲間
で励まし、讃え合って、勝利を目指して欲しいと思います。
　今日はガバナー補佐訪問です。9月19日には、ガバナー訪問も控えてい
ますが、ガバナー補佐である伊藤豪さんが、西名古屋分区の13クラブを訪
問の予定です。ご苦労もあると思いますが、我がクラブを代表され、ご活躍
をされています。どうかお話をじっくりお聞き頂きたいと思います。

クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」第1890回例会
2019年9月5日（木）  曇り  第9回　ガバナー補佐訪問
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ニコボックス 北岡寿人ニコボックス委員長

委員会・同好会報告

西名古屋分区伊藤ガバナー補佐、梅村分区幹事、田中分区副
幹事よりご祝儀を頂きました。

木本地区副幹事よりご祝儀を頂きました。
9月は私の誕生日です。
本日のゲスト岡部光邦さんは、私のゴルフ仲間です。

今月は誕生日です。
妻の誕生日に綺麗な花を頂きました。
８月は妻の誕生日でした。お花をありがとうございました。

蓼科では皆様にお世話になりました。
蓼科ゴルフおつかれ様でした。今川さんかわいがってくれてあり
がとう。楽しいラウンドでした。
9月2～3日でご一緒させていただいた皆さんには大変お世話に
なりました。ありがとうございました。
伊藤ガバナー補佐ご一行をお迎えして、卓話楽しみにしており
ます。
伊藤豪さん本日はご苦労様です。
蓼科高原ゴルフツアーお疲れ様です。とても楽しかったです

蓼科、とても楽しかったです。
来週、福岡西RCクラブのお月見例会、宜しく御願いします。
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木本　　寛さん

関谷　俊征さん
岡村　達人さん
馬場　將嘉さん

加納　　裕さん
鈴木　淑久さん

堀　　慎治さん

田中　　宏さん

稲葉　　徹さん
岩田　修司さん

松波　恒彦さん
本多　誠之さん

森　　裕之さん

会員70名　出席48名  （出席計算人数52名）
8月29日は補填により81.7％出席率　83.3％

出席報告

IAC海外派遣研修報告

関谷俊征会長

　
～基本的教育と識字率向上月間～

幹事報告 鈴木淑久幹事

北岡寿人出席委員長

9月7日（土）熱田RAC例会があります。担当の方はお忘れないよ
うご参加願います。（鈴木実さん、長瀬憲八郎さん）
本日18：00より職業奉仕委員会が「日本料理 蓬莱」にて開催し
ます。関係各位の方、よろしくお願いします。
9月12日（木）R規定により休会です。
次々週9月19日（木）１２：30より、5F「銀扇の間」にてガバナー公
式訪問を名古屋瑞穂RCがホストにて、名古屋南RCもお迎えし
行います。11：30から会長幹事懇談会もあります。
上期会員証をメールボックスに入れました。
会員名簿に変更・訂正箇所がありましたのでメールボックスに入
れました。

　9月2日（月）名鉄グランドホテルにて国際RC2760地区公共イメ
ージ向上委員会議に参加しました。RCの活動を公共にアピールし
イメージを向上させ会員増強に繋げたいという内容の会議です。新
聞社やテレビ局に我々の活動を取りあげてもらい色々な形にしても
らおうとのことです。

　9月18日は三好の東コースにての開催です。4RC親睦ゴルフは
10月11日に予定しています。

広報委員会：鳥山 政明委員長

親睦活動委員会：湯澤 勇生委員長

ゴルフ同好会：田中 宏さん

伊藤　　豪さん　梅村　昌孝さん　田中　　宏さん

　9月9日に福岡西RCのお月見例会に16名参加します。ホテル日航
に17：00には到着できるようお願い致します。二次会の案内はメー
ルボックスに入っています。その後中洲で瑞穂ナイトを開催します。
翌日10日は8：15までにホテル日航の1階に集合して下さい。

2019-20年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
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　ガバナー補佐の役目について紹介します。2760地区にはRCが
85あります。それを8つの分区に分けています。名古屋にはその内の
25RCがあります。さらに名古屋を東と西に分けると、東は12、西は
13です。私は西の13RCの対応をしています。ガバナーと各RCのパ
イプ役です。ガバナーの話を皆さんにし、皆さんからの地区への要
望を地区に伝えています。
　今回ガバナーからRI会長のテーマと地区の方針とお願いを述べ
てくるよう言われています。よろしくお願いします。
　まずRI会長の今回のテーマは「RCは世界をつなぐ」です。今回の
ロゴマークは中央に地球があります。周りにいる人のような形の4つ
のイラストは、人種も言語も違う全ての人が集まり、世界を繋いでい
る様子を表現しています。
　次にマーク・ダニエル・マローニー氏について紹介します。アラバ
マ州にあるジケーターRC出身です。税法や、遺産、農業法を専門と
する法律事務所の社長です。現在63歳です。1980年にRCに入会
をし、2003年と2004年度会長のエンドを務め、34歳でガバナー
になりました。2004年大阪国際大会の委員会のアドバイザー、
2014年シドニー国際大会の委員長も務めました。とても日本が大
好きで日本に何度も来日しています。平和センターの委員や学校で
の水の衛星アドバイザーなども歴任しました。マーク・ダニエル・マ
ローニー会長の奥さんであるガイ夫人もRCの会員であり、ジケー
ターRCのパスト会長を務めていました。
　RCの礎は「つながり」です。若い弁護士としてシカゴにやって来た
ポールハリスがRCを創設した最大の理由は見知らぬ街で他の人達
と「つながる」ことでした。4人から始まり今では全世界に120万人
もの会員がいます。
　国際RCには地域社会とつながり、職業のネットワークを広げ強
くて末永い関係構築が出来る強固とした信念と構造があります。

RCがなければ知り合うことが出来なかった共通の意見を持った
人 と々支援を必要としている人々がつながる事ができます。世界中
の地域社会で人生を変えるような活動を行う事を可能にします。私
達もRCがなければここで皆さんと知り合う事が出来ませんでした。
それが「つながり」の良い点だと思います。
　そして4つの共通事項は「RCを拡大する」、」「力強い組織を創
る」、「新しい戦略計画を考える、強いインパクトを与える」、「会員基
盤を拡大する」です。RCを拡大することにRI会長が危機感を抱いて
います。RCを退会する人が多いのです。会員拡大のためにRCファミ
リーを全て巻き込みロータリアンとし家族会などを行う事が大事だ
と思います。そしてRCのリーダーシップへの道ということで忙しく仕
事をしているロータリアンもRCのリーダーにするための道を開くこ
とです。これらが目標です。　　
　RCは大きな6つの分野に重点をおいて国際関係を築きながら
人々の暮らしを支援しています。より平和な世界を築くために「疾病
予防と治療」、「母子の健康」、「水と衛生」、「平和の構築と紛争予
防」、「地域社会の経済発展」、「基本的な教育と識字の向上」これら
6つが重点事項です。
　RCを通じて私達はつながります。RCでの経験の中核にあるのが
「つながり」。それがあるので私達はRCに入会しRCに留まります。
RCを成長させる方法も「つながり」です。そしてこれが2019-20年
度のテーマです。
　つぎに伊藤靖祐ガバナーからの地区方針です。「グローバルに考
え地域社会と繋がりRCを成長させよう」、「ポスト平成のクラブをデ
ザインしよう」とのことです。伊藤靖祐ガバナーは江南RCの出身で
学園法人の幼稚園の理事長です。11月で60歳になります。
　RCの可能性はその中にどれほどの多様性と柔軟性を包摂できる
かにあります。お互いの違いをこえ深く意義のある形で繋ぎ、つなが
りを地域に発展させ、職業上のネットワークを広げRCを成長させた
いとのことです。RCの基本は中核的な価値観です。これを行動にす
るのがビジョン声明です。ビジョン声明を具体的に展開するのが戦
略計画です。RCの指針はRC章典に記載されています。5つの中核
的な価値観は「親睦」、「多様性」、「高潔性」、「奉仕」、「リーダーシッ
プ」です。私達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。
　戦略計画は4つの優先事項があります。「より大きなインパクトを
もたらす」、「参加者の基盤を広げる」、「参加者の積極的な関わりを
促す」、「適応力を高める」です。変えてはいけないこと、変えて良いこ
とを不易流行と言います。不易は5つの中間的価値観、4つのテスト、
RCの目的です。そして戦略計画は変えていかなければいけません。
　「知的多様性」は新しい会員を入れることになります。「多様性」と
いうと誰でも入会して良いと聞こえますが、そこに「知的」があります
のでその辺りは「知的」に判断し会員増強をしていただきたいです。
　「革新的柔軟性」は例会日と時間を計画的に決定する、必要に応
じて例会を変更または取り消す、奉仕プロジェクトまたは親睦行事
を例会として見なす、オンライン例会を行う事や出席率の悪い会員
の方針を緩める、または厳しくするためにクラブの細則を修正する
ということです。
　今年新たにRIの規定審議会の制定事項が決まりました。欠席の
メイクアップに関する規定を改正する件、例会の前後14日間の規定
を同一年度内にする、クラブの構成を改正し職業分類の制度を廃
止する件、ある1つの職業分類のことにクラブにできる会員数の制
限を削除、今までは1業種で5人までや10％以内でしたがそれを撤
廃しようということが審議会で決まりました。
　活動指針は「クラブ戦略委員会で例会の方針のあり方を見直
す」、「会員増強と退会防止」、「ポリオへの貢献」、「RC賞への挑戦」、
「国際大会への参加」です。これからが大事な事です。
　皆さんにお願いがあります。ポリオ例会や行事には一人30ドル以
上お願いします。2020年まではビルゲイツ財団が私達が出したお
金の倍をだしてくれます。これは2年程前から続いています。RC財団
では毎回150ドルの寄付をお願いしたいとの事です。
　それから50歳以下の会員や女性会員の増強をお願いしたいとの
事です。
　つぎに国際大会参加へのお願いです。ホノルルにて6月6日から6
月10日です。ガバナーナイトと親睦ゴルフへの参加もお願いします。

卓話

９月誕生日おめでとう

敬老の日のお祝い

　お祝いの言葉をありがとうございました。私は入会してから今年
で36年になります。自分でも驚いています。私は死ぬまで働けること
が1番嬉しいです。人間は範囲内で働き、遊び、学びます。バランス良
く死ぬまで続けていきたい
です。早くリタイアして遊ん
で暮らすのは少し時代遅れ
に感じます。働けることはと
ても光栄な事です。

卓話

　皆さん本当におめでとうございます。
私の父は74歳で亡くなりましたので遊
びも仕事も大事だと思いますが何より
も元気でいることが大切だと思います。
　RCに入り私は色々な業界や年齢の
方から色々な事を教えてもらい自分の
財産となっています。

西名古屋分区ガバナー補佐　伊藤 豪さん

テーマ：「RI会長テーマと重点項目」

鈴木　圓三さん　岩本　成郎さん　岩田　吉廣さん
越原　一郎さん　髙村　博三さん　森　　恒夫さん　
野﨑　洋二さん　松井　善則さん　佐藤　善乙さん　
田中　政雄さん

鈴木　淑久さん　八木沢幹夫さん　関谷　俊征さん
杉山　裕一さん　原田　敬生さん　越原　一郎さん　
近藤　雄亮さん　岡村　達人さん　大嶽　達郎さん　

お祝いの言葉：本多 誠之さん

お礼の言葉：森 恒夫さん

本年度の敬老お祝い対象者



ガバナー補佐とのCA

クラブ奉仕委員会 ：大嶽 達郎委員長
　方針としまして40周年記念事業およびIMに向けて会員相互の親
睦をさらに深めます。つぎに会員状況をクラブ奉仕委員でバックアッ
プします。活動計画は親睦を深めるI.D.Mを今年は10月17日開催
します。3年未満の会員が現在16名いますのでとくに3年未満の会
員との親睦を深められるようなI.D.Mにしたいと思います。

ゴルフは2020年の6月5日（金）、ガバナーナイトは6月6日（土）で
す。
　つぎにWFFへの参加のお願いです。チケット協賛広告をお願いし
ます。チケット購入に関しましては一人2枚です。パストガバナーの
神野さんの目標は11000枚です。ぜひ追加購入もお願いします。西
名古屋分区ではブースを出します。WFFに行かれる方は西名古屋
分区のブースに寄って色々買ってください。日程は10月12.13日で
す。
　つぎに地区大会への登録と参加をお願いします。日程は11月
9.10日、場所はホテル名古屋キャッスルです。これは清洲RCのホス
トで行われますが講師として橋下徹氏をお招きします。
　最後にIMの登録と参加のお願いです。これは松波実行委員長が
企画を全て行っています。日程は2月27日、場所がヒルトン名古屋で
す。IMは各13RCから返事をいただき900名参加します。
　沢山のお願いをしましたがRCはお願いをされると「はい」か
「YES」で応えると昔から教えられてきました。私の場合は「はい」と
「YES」のあとにさらに「喜んで」を付けて貰えたら大変幸せです。皆
さんご協力よろしくお願いします。

プログラム委員会：星野 一郎委員長
　方針としましては卓話を実施することです。今年は新しい会員が
沢山増えたので会員相互の理解の場をなるべく作りたいと思いま
す。年内前半はイニシエーションスピーチが平安山さんにやっていた
だき11月に杉山さんにやっていただくことを少し前に決めました。
年明けに新見さんと安井さんと渡邉さんにイニシエーションスピー
チをやっていただきます。他にも色々な世代の会員の方にお話をい
ただく期会を作りたいと思いますのでご協力お願いします。

R情報研修委員会：岩田 修司委員長
　今年は7月に4人程新会員が入会したので年に2回の研修を今年
は早めに新会員の方にRCの事に対して基本的な事を話していこう
と思います。また20日に企業訪問があります。上期は9月26日を計
画しています。

会場委員会：田中 宏委員長
　方針としましては会員相互の理解が深まるよう会場を工夫しま
す。委員会内でのコミュニケーションを活発にし親交を深めます。笑
顔で気持ち良くゲストを迎えられるようにします。活動計画としまし
てはチェックリストを活用し、ミスを防ぎます。持ち出し例会を他の
委員会と協力して頑張りたいと思います。

職業奉仕委員会：亀井 直人委員長
　方針としましては職業奉仕の理念を学びRCを理解します。活動
計画としましては職場例会を行い4つのテストを実施します。本日6：
00から職業奉仕委員会を開催したいと思います。

地区副幹事：木本 寛さん
木本 寛さん＞親睦活動の件ですが家族会を複数開催されていると
のことですがクラブによっては家族はRCファミリーも家族の一員と
称するクラブもありますが瑞穂RCも広い意味で家族ということで
米山奨学生の方やローターアクトの方なども招待しますか？
回答＞家族会は米山の奨学生の方やローターアクトの方にもファミ
リーとして参加していただきたいと思っています。

会員増強委員会：湯澤 信雄委員長
　方針としましては当クラブにふさわしい方を皆様の協力を経て積
極的に勧誘していきます。5名を目指すということですが幸いな事に
もう5名新会員が入ってくださり3ヶ月目にして計画をクリアしまし
た。これからも当然何人増えてもいいので良い方がいたら是非紹介
していただきたいです。再入会希望の方が1名と新候補の方が1名
いるのでまた2名程増えると思います。

出席・ニコボックス委員会：北岡 寿人委員長
　まず出席委員会の方針としましては会員の例会出席を促進し出
席率を向上させることです。活動計画は例会時に出席状況を報告
し、各会員の出席状況を確認してメイクアップ期限を通知します。定
期的に各会員の出席状況を集計し報告します。つぎにニコボックス
委員会の方針としましてはニコボックスの意義の理解、協力を促進
します。活動計画は例会時にニコボックスを実施報告します。ご夫人
の誕生日に記念品を贈る、当番委員のスケジュール表を配布し他の
委員会と連携しスムーズな活動に努めます

広報委員会：松田 浩孝副委員長
　方針としましてはウィークリーの円滑な発行および例会支援で
す。ウィークリーが若干遅れがちという指摘をいただいていたので
全員でチェックしながら例会時には皆さんにご覧いただけるように
務めています。それから委員会内の連絡体制を強化し委員会の中で
LINEでのやり取りをし円滑にしようと進めています。

親睦活動委員会：湯澤 勇生委員長
　方針としまして会員相互の親睦を深めるための例会を行います。
上期下期と予定を立て、委員会の中でも相互の親睦を深めたいとい
うことでグループLINEを作り、それぞれの例会の担当を皆さんにお
願いし例会を開催するという計画です。

地区副幹事：木本 寛さん
木本 寛さん＞クラブ奉仕委員会でI.D.Mを開催し3年未満の会員
を対象にということですがI.D.Mは研修も取り入れているのですか？
回答＞研修はまた別で行われます。今年は居酒屋のような所で和気
あいあいとやる予定です。
木本 寛さん＞会員増強の件ですがすでに今期が始まったばかりで
5名もいて素晴らしいです。特別な方法は何かありますか？
回答＞特別はないですね。会員の方の紹介です。
木本 寛さん＞広報なのですがウィークリーは会員以外の人もSNS
で閲覧ができるのですか？
回答＞できるようになっています。
関谷会長＞今お尋ねいただいた事はしっかりやれていることが今の
いい状況な部分だと思います。研修は3年連続就任している立派な
研修委員長がいます。I.D.Mのほうも今年は新しい会員の皆さんと
出来るだけ早く親睦を深める場の提供をしてほしいと委員長にお願
いしました。ウィークリーは是非この調子で続けてください。



社会奉仕・環境保全委員会：長谷川 隆副委員長
　方針としましては50周年に向けての長期にわたる社会奉仕のあ
り方を考えています。地域から世界に繋がる社会奉仕・環境保全委
員会としての活動の議案と実施に向けた準備をします。具体的な活
動方向としましてはクラブ内から色々な案を委員会の討論で決議し
長期継続事業とします。具体的には白鳥の庭園の梅の植樹を計画し
ています。

地区米山奨学：市岡 正蔵さん
　2000年くらいから留学生が20万人ほど日本に来ています。米山
奨学事業は優秀な学生をピックアップして支援していこうと思いま
す。10月が米山月間ですので地区の奨学メンバーで卓話にお邪魔し
てお願いごとをする予定です。

地区資金推進委員：近藤 茂弘さん
　地区の補助金が沢山集まっているのですが申請の件数が少ない
という事で当クラブ瑞穂RCも是非申請していただけたらと思いま
す。WFFのほうが出展したいという声が他のクラブからも多いので
今回はいつもより広い場所になります。

ガバナー補佐：伊藤 豪さん
　皆さん、報告ありがとうございました。全て良かったです。素晴らし
い瑞穂RCだと思います。

地区副幹事：木本 寛さん
　私があるRCに行った時、会員の大学の先生が海外から来ている
奨学生の中でも米山奨学生は選考して選ばれた優秀な学生で返還
義務のない奨学金という事で大学側は大歓迎とおっしゃっていまし
た。米山以外の他の奨学生は各国の有力者の子息というだけで奨
学生に選ばれ勉強熱心ではない学生も多いそうです。米山奨学生
はとても優秀で日本で本当に勉強したい学生が選ばれるので素晴
らしい取組だと感心していました。米山奨学の取組は今後も続けて
いきたいと地区の方でも思っています。

西名古屋分区副幹事：田中 宏さん
　 実は私は副幹事としてクラブアッセンブリーに参加するのは初め
てです。初めてが自分のクラブで凄く良かったと思います。また今日
を参考にし皆さんを支えられる存在になれるよう頑張ります。ありが
とうございました。

関谷 俊征会長
　皆さんご苦労様でした。色々な質問と意見を含めこれからのクラ
ブの運営に活かしていきたいと思います。

R財団委員会：梅村 昌孝委員長
　方針としましてRC財団の趣旨を尊重しクラブメンバーにその活
動を理解してもらいます。またRC財団の地区補助金制度をフィード
バックするよう務めます。活動計画といたしましてマルチプル・ポー
ルハリスフェロー増員に努力します、ベネファクターの増加に努めま
す。RCカードを進んで活用します。RC財団の地区補助金制度を導
入し職業奉仕委員会と共に実施します。

国際奉仕委員会：鈴木 実委員長
　来月WFFの開催があり各クラブからの出展がありますので積極
的に参加をする予定です。11月にボジョレー例会があります。延平
RCの方は準備が出来ていますが会場等は現在検討中です。親睦会
場委員の方 と々協力し合って頑張っていきたいと思います。

米山奨学委員会：市岡 正蔵委員長
　今年度の方針としまして米山奨学に対して会員の皆さんにより一
層理解を深めていただけるよう努力します。活動計画としましては前
年度に続き2年目になりますベトナムからの奨学生グエン・ティ・カ・
リンさんを支援しながら事業の理解を深めるよう努めます。10月に
カリンさんに卓話をお願いしています。

長期ビジョン委員会：松波 恒彦委員長
　方針としましては名古屋瑞穂RCの方針を整え会員全員でそれに
向かって進みましょう。活動計画としましては具体的には瑞穂区と
熱田区の調査をし将来子供達に何かの助けができるよう今色々検
討しています。国際RCのほうから各クラブの職業分類制度の将来
の存続、メイクアップの事業等世間では色々噂されていますが1年と
いう話もあります。それも検討しています。2020年の1月以降に等ク
ラブでも検討し出させていただきたいと考えています。

40周年記念記念実行委員会：松井 善則委員長
　40周年は来年の5月です。基本的には30周年に行った事を取拾
選択してやっていきたいと思います。

IM実行委員会：松波 恒彦委員長
　講師としては百田さん、アトラクションはダンスを入れています。

　長期ビジョン委員会でメイクアップの方法も協議しているとの事
ですが地区の研修委員会の委員長からこんな話聞きました。メイク
アップの方法はRIで1年間他のクラブでメイクアップをすればメイク
アップとして認められますがRIの規定に基づきこれが原則になりま
す。各クラブでそれ以外の方法を定めること以外は規制をせず、RIの
定款は各クラブが変更して良いそうです。そして問題になるのが1年
間メイクアップをし1年間に限りメイクアップを認めるとすると、たと
えば6月の最終例会に欠席しメイクアップをしていなければどうなる
のかという問題が発生します。これは想定質問でして答えは次の年

地区副幹事：木本 寛さん

関谷 俊征会長
　RIの事に関しましては松波委員長の方で長期ビジョン委員会で
うちのクラブはどうしたらいいんだろうなと議論していただき地域で
の限定ルールを探っていこうと思います。それは大事な事であって
まさに長期ビジョンです。これからはクラブ感の色々な差が出てくる
と思います。大事に議論していきたいと思います。

地区出向者：近藤 雄亮さん
　私は地区の委員会等で今の話も含めて色々な話を聞きました。そ
の中で瑞穂RCに情報提供するべき情報は伝えてきましたし今後も
伝えていきたいと思います。

青少年奉仕・ローターアクト・インターアクト委員会：萩原 孝則さん
　　方針としましてはRC財団の趣旨を尊重し活動するための情報
を提供します。活動計画は愛知県立瑞陵高校インターアクトクラブ
海外派遣への支援、名古屋熱田ローターアクトクラブおよび愛知県
立瑞陵高校インターアクトクラブ例会への出席、名古屋熱田ロータ
ーアクトクラブ提唱の関東委員会議への参加、愛知県立瑞陵高校
インターアクトクラブ活動報告、名古屋熱田ローターアクトクラブが
ホストを務める全国ローターアクトクラブへの支援、名古屋熱田ロ
ーターアクトクラブおよび愛知県立瑞陵高校インターアクトクラブ
との合同委員会の開催となっています。

例会のご案内
■今週 9月12日（木）    

■次週の行事 9月19日（木）    

9月26日（木）    ■次々週卓話

：
：
：

ガバナー公式訪問
12：30～13：30
ヒルトン名古屋5階「銀扇の間」

行 事
時 間
場 所

：
：
刑事事件のあらまし
村瀬 俊髙さん

テ ー マ
会員卓話

R規定により休会

講評

度の2週間なり1ヶ月間メイクアップを認めると各クラブで規約を定
めれば認められますといった問答しを地区の方で作っています。
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