
２０１４年１１月１０日（晴れ） 第２週 第２０８８回例会

”日も風も星も”Song

近藤雄亮ガバナー（名古屋瑞穂RC）Visitor

髙須洋志地区幹事（名古屋瑞穂RC）

Attendance

７９名 １３名 ８１．７０％会員 欠席 出席率

１０月分修正出席率の報告

100％ ０名１０月 ６日出席率 欠 席

100％ ０名１０月２０日出席率 欠 席

100％ ０名１０月２７日出席率 欠 席

栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは。本日はガバナー公式訪問というこ

とで、近藤雄亮ガバナー、髙須洋志地区幹事にお越しいた

だき有り難うございます。例会前には、会長、副会長、幹

事、会長エレクト、副幹事の５名が今年度のクラブの活動

報告と今後の活動方針を、１時間余りにわたり報告をする

とともに、数々のご教示いただきました。有り難うござい

ました。緊張の中にも和やかに懇談会を終えることが出来

ました。これも気さくで話しやすい近藤ガバナーであるお

。 、かげと思いました 例年であればスポンサークラブである

津島クラブとの合同例会でありますが、近藤ガバナーの今

年度の方針で、すべてのクラブ訪問を目指してみえるため

単独の訪問になりました。したがって緊張の度合いが大き

いです。又「通常例会にメイクアップ訪問する時のように

気楽に迎えてほしい」と、同時に看板もなく、拍手の出迎

えもなしでとの依頼でした。しかし我々理事・役員は本当

かどうか不安でした。

さて、先週11月1日から3日まで名古屋・栄久屋大通り

公園にてワールドフード＋ふれ愛フェスタが盛大に開催さ

れ 「名古屋の中心で世界の文化を楽しみましょう」をスロ、

ーガンに歌や踊りなど、イベントが盛りだくさんでした。

各国の変わった食事もおいしかったです。今年はあまRC会

、 。員の半数以上の方が 会場に行かれ楽しまれたと思います

会員の皆様にお願いが二点あります。一つは次年度地区

委員会委員の推薦要請が来ており、今年度は鈴村君が社会

奉仕委員長、鈴木正徳君がRLIディスカッションリーダー

です。理事会承認がありますがよろしくお願いします。二

つ目は次々年度があまRCにてガバナー補佐を選任する時に

１１月１７日（第２０８９回）Today

担当 吉田 勤 ロータリー財団委員長

「「 」 」演題 卓話 改革 ～新しいロータリー財団

鈴木文勝 地区ロータリー財団委員長

１２月 １日（第２０９０回）Next Week

担当 後藤 眞 地域社会委員長

演題 「食物アレルギーについて」

海南病院小児科医 田中伸幸氏



なっています。ぜひ会長経験者の方を推薦よろしくお願い

をしまして会長挨拶にさせていただきます。

ロータリー財団・米山奨学会へ寄付目録贈呈

臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 山田幹夫君に第3回米山功労者感謝状が参りました。

２ 西尾張分区IMのご案内

日時 2015年2月7日（土）17:30～

場所 名鉄ニューグランドホテル ７F

※全員登録です。

３ 地区大会のご案内

日時 2015年2月21日（土 ・22日（日））

場所 半田市福祉文化会館・ウェスティンナゴヤキ

ャッスル

※出席義務者以外で参加ご希望の方は事務局までお

知らせ下さい

４ インドポリオワクチン投与活動のご案内

日時 2015年1月17日（土）～21日（水）

費用 約20万円

※ 参加ご希望の方は事務局までお知らせ下さい。

５ 第3回臨時理事会のご案内

日時 11月17日（月）例会終了後

場所 例会場

近藤ガバナーを囲んで懇談会

ご投函有り難うございます

近藤雄亮ガバナー、髙須洋志地区幹事より

栗木和夫 会長

近藤雄亮ガバナー、髙須洋志地区幹事、本日はよろし

くお願いします。

大竹初代会長はお元気でした。

神戸パストガバナー、有り難うございました。

篠田正志 副会長

近藤ガバナー、髙須地区幹事をお迎えして。心より歓

迎します。

第1回のゴルフ部例会で、思いもよらず優勝できまし

た。スコアと久し振りの参加でとまどいましたが、楽

しい1日でした。有り難う。

臼井幹裕 幹事

近藤雄亮ガバナー、髙須洋志地区幹事、当クラブへよ

うこそ。色々ご指導賜り、有り難うございます。

北島奈穂子君

加藤憲治君、お世話になりました。有り難うございま

した。

大竹敬一君

皆様に感謝いたします。

東海広光君

元青少年交換学生の沙理がお土産をバッグに一杯詰め



て帰りました 「山本屋の味噌煮込み 「矢場とんの味。 」

噌だれ 「ヤマサのちくわ」等々、バッグ総重量21.2」

㎏。あまRCの皆様に「よろしく」と、そしてもう一

言「台湾へ”いりゃー 」と言って帰国いたしました。”

横井君、大竹敬一君、児玉君、お忙しい中有り難うご

ざいました。

昨日RLI2760分科会研修パートⅢ次年度会長勉強会

に参加して参りました。勉強不足の自分を再発見し、

少し焦りを感じました。鈴木正徳先生、有り難うござ

いました。

中西 巧君

月次減量報告です。10月27日に92.5㎏の記録が出ま

した。スタート時102.8㎏でしたので、10.3㎏の減

量を達成しました。

鈴村與左衛門君

近藤ガバナー、ようこそお越し下さいました。

WFFへご参加の皆様、有り難うございました。

紅谷幸政君

後藤雅光君、昨日はお世話になりました。

藤田淳士君

近藤ガバナーをお迎えして。

後藤袈裟美君

中日本吟士権コンクールに出場し、有意義な体験をい

たしました。黒野君、有り難うございました。

後藤雅光君

先日の八十八会に出席の方々、ご苦労さんでした。

稲垣秀樹君

七五三で愛娘の写真を撮りまくりました。完全に親バ

カです。

児玉憲之君

近藤雄亮ガバナー、髙須洋志地区幹事をお迎えして。

黒野晃太郎君

後藤袈裟美君、詩吟コンクール入賞おめでとうござい

ました。

水野 眞君

最近、感動的なコンサートが続きました。幸せです。

横井久雄君

秋真っ盛り、自宅の柿の実が色づき、モミジの紅葉は

あと10日で見頃です。

近藤雄亮ガバナーをお迎えして。

11月誕生日をお迎えの方々より

合 計 １０５，０００円

ガ バ ナ ー 公 式 訪 問

近藤雄亮RID-2760ガバナー

例会日 クラブ名 場 所

11/19 水 名古屋守山 マリオットアソシア（ ）

11/20 金 名古屋大須 休会（ ）

名古屋丸の内 名古屋クレストンホテル

11/25 火 名古屋城北 名古屋栄東急イン（ ）

11/26 水 名古屋東南 マリオットアソシア（ ）

「あまロータリークラブに入会して」

児玉憲之君

私は2008年11月10日に、あまロータリークラブに入

会させていただきました。会社設立から3年目であり、と

ても私が入会できるとは思っておりませんでした。39歳ま

でずっとサラリーマンをしておりましたので、会社の経営

に関してはまったくの素人です。少しでも企業経営者とし

ての精神力、洞察力、運営力、交渉力を身に付けたいとの

思い、また、ロータリークラブという高いハードルを飛び

越えてみたいとの衝動からでした。

そんな私ですが、入会して良かったと思うことは多々あ

ります。まずは尊敬できる会員と出会えたこと。経験豊か

「 」な先輩会員を見て 私もいつかこんな経営者になりたいな



とか「かっこいい人生を歩んでいるな」とか「人間の器が

大きいな」といった目標ができました。

次に、経験できない事が経験できたことです。東日本大

震災被災地への支援活動で、大船渡西ロータリークラブと

打ち合わせを行い、奉仕活動ができました。また、津島ロ

ータリークラブと共同で地域密着の「海部郡郡制100周年

記念事業」に新地区補助金事業の奉仕活動ができました。

この経験は、あまロータリークラブに入会していなかった

ら経験できませんでした。

最後に、ロータリークラブに入会していなかったら出会

うことができなかった方々との出会いを通じて、私は大き

く成長出来ました。これから出会える未来の友人に少しで

も私の後姿を見ていただいて、恥ずかしくないようなロー

タリアンになりたいです。

ア ド リ ア 海 ・ エ ー ゲ 海 ク ル ー ズ 37

山田幸治君

マルコポーロ空港からフランクフルト空港で、乗り継い

でセントレアへ向かいます。

ラウンジの案内

ラウンジから直接機内へ入れます

機内食－１

機内食－２

アドレア海・エーゲ海のクルージングもアッと云う間に

終わりです。お見せしたい写真は沢山ありますが、ほどほ

どにしました。

11月17日MENU

前菜の盛り合わせ

小海老と玉子の薄塩味炒め

黒酢入り酢豚

麻婆豆腐

ご飯・ザーサイ

本日のスープ

杏仁豆腐


