
THEROTARYCLUBOFNAGOYA-CHIKUSA

’ 萱童屋罪種画一穿妙＝勢冒謬

蕊認畷狸鑓副讓盟圖
掴蓋圓蝿薩目 1窪剛
働塞湯…劃シ
事霧冒 mEL禰溌副棚鞠詞醗調脳｜

曙禰I鋤臘睡皿廻朧醐迩､脆鞭
書長 吉田 雪
幹富 福燕浩道
&鞠綱雌蕊嘗赫 罪藷

WEEKLY

潅奄を

蘓
題字伊藤昌石

No. 33 ローダ1ノー：変化をもたらす RI会長2017～2m8年度イアンHS.ライズリーROTARY:MAKINGADIFFERENCE

今日の例会“…….…………………………“

第1682回平成30年4月17B(火）

クラブフォーラム

地区研修協議会報告

｜ 名古屋東RC西川誠也会長挨拶 ’

大谷翔平選手が2勝目を挙げたと、7回12三振。凄い

ことだな！と思います｡大谷選手のような人材をどうや

って育てたのかなというと､花巻東高校の佐ﾉﾏ木監督だ
ったそうです。ここに、大谷君のマンダラチャートがあ

ります。このマンダラチャートは彼が16歳の時に書い
ているそうです。やはり、思いがあのような形につなが
るのかなと思います。

私も残すところ、あと2ケ月半です。 l .Mも桜の回廊

プロジェクトも終わり、ちょっとボーつとしておりまし

たけれど、次年度に向けて、来年はクラブ60周年を迎

えますので、それに向けて私達、東RCの各委員会の在

り方とか、今後の方針、できれば次年度の会長予定者と
一緒に作り上げるのが､残された2ヶ月半かなと思って

おります。

花巻東高校は大谷選手だけでなくて､菊池雄星も育って

おります。やはり、思いを形にするには、それなりの言

葉にするという事も必要かなと思います。

残された2ヶ月半、一生懸命務めて参りますので、今

後とも宜しくお願い致します。

今日はどうもありがとうございます。

先回の例会

第1681回平成30年4月9日（月) I=

6RC合同｛列会

くﾎｽﾄ：名古屋昭和ロータリークラブ＞
名古屋東急ホテル 「ヴェルサイユの間」

●君が代

◆奉仕の理想

◆四つのテスト唱和

◆黙想

◆出席報告

正会員 36(31)名 出席21名
名誉会員 1名

出席率（名言会員除く） 67．74％

前ﾉﾏ回3／27 （修正出席率） 90．32％

☆4／10ビジター数 41名

蕊 名古屋和合RC加藤一郎会長挨拶 ’

名古屋和合RC会長の加藤です。

本年度の事業についてご報告した

いと思います。

まず、10月にR財団の地区補助

金を使って、 「ノリタケの森」ギ

ャラリーで知的障害者の方の絵画

展を開催しました｡6日間にわたる

長丁場でしたが、久保社会奉仕委

員長ほか委員会、クラブの有志の頑張りで成功裏に終え
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ることができました｡詳しくは｢□一タリーの友3月号」
に記事が掲載されていますので、ご覧いただければと思
います。

また10月14日には職業奉仕委員会の事業として名古

屋港花火大会で職場例会を開催しました。台風来襲に肝
を冷やしましたが､願いが通じて2つの台風の合間とな
り、無事に開催できました。

年末の家族会では、キャッスルホテルから名古屋ブル

ーノートに場所を変えて開催。いつもと違うジャジーな
雰囲気を味わうことができました。

また今年度はR財団のグローバル補助金を使ったフ

ィリピンでの「簡易住宅建設プロジェクト」にトライし

ていますが、いろいろと準備に時間がかかっており、次
年度に繰り越すことになりました｡その代りと言っては
何ですが、ネパール・カトマンズのRCとアメリカ・ニ
ュージヤージーリ'l'lのRC,そして名古屋和合RCの3RC

の共同プロジェクトで、3年前の地震で崩壊した小学校
に浄水器とトイレを設置しました。5月初めには神野ガ
バナーにもご視察していただく予定です。

また、5月には10年ぶりに滋賀・京都へ1泊家族旅
行を実施します｡三井寺では田嶋パストガバナーのお骨
折りで格別のお取り計らいをいただくことになりまし

た。田嶋パストガバナーに感謝申し上げます。

残り3カ月弱となりましたが､最後までクラブの皆さ
んのため、全力を尽くしていきたいとと思います。
以上、今年度の報告をもちまして私の挨拶に代えさ

せていただきます。

当クラブの提案を受理頂きましだ。

新たな取組と致しました、 「愛知子ども食堂ネットワ

ーク」との協同により「□一タリー地域社会共同体

{RCC}の結成、提唱を行い、 lll頁調に推移いたしており
ます。

変化と奉仕活動を楽しみ､名古屋名東□－タリークラブ
は輝きを持続致します。

’ ’名古屋千種RC吉田玄会長挨拶

昭和RC様には本日ホスト・設

営のお世話を頂き有難うございま

した。感謝申し上げます。

さて、本年度当千種RCは35周

年を迎えさせて頂き、皆様方には

お忙しい中態々ご来駕を賜りまし

た。お陰をもちまして何とか節目
の年の役目を無事に終える事がで

きそうです。あらためて御礼を申し上げます。
当クラブは元東RCの故水野民也氏を創立会長とし

て発足致しました。しかし既にその創立会長と面識が無

いメンバーも増えて参りました。水野会長の口癖は「塩
梅良うやって下さいよ」でした。

現在、世界は大きな変化の時を迎え、中でも日本は歴

史上世界のどの国も経験した事の無い社会に突入しま
した。当然、RCも柔軟に対応して行かなければ存立さ
え危うくなっている事は誰もが自覚しているところで

す。しかし、それもやはりロータリアン同士の親睦・信
頼があってこそだというのが約1年会長を務めさせて
頂いて思うところです。

「塩梅良うやって下さいよ｣。ふわっとした言葉ですが、
その気持ちが無くては全てがチグハグになってしまう

ような思いがしております。この言葉の意味がようやく
実感できたような気がします。

会長職が終わる頃になってこのような事を言ってい

ては誠に申し訳無く存じますが、今後もクラブ。分区・
地区内でもこの思いを大切に、□一タリーライフを送り
たいと考えます。

この言葉は、クラブで文字に起こしているものではあり
ませんが、名古屋千種RCの基本理念のひとつとして紹
介させて頂きました。

どうぞ今後も「塩梅良うお願い申し上げます」

｜

’ 名古屋名東RC平民三会長挨拶
■■■

皆様今日は。

名古屋名東□－タリークラブ会

長の平民三です。

RIイアンHSライズリー会長は

2017-18年度国際ロータリーのテ

ーマ、 「□－タリーに変化をもた

らす」

第2760地区神野菫行カバナー
嚢
は2017-2018年地区方針として「今日から□－タリー
を楽しもう」奉仕を通じて□－タリー活動に楽しみを見
出そう。

地区のビジョン『10年後20年後も地区の輝きが持続可
能であること』

東名古屋分区方針本多満ガバナー補佐「奉仕を計画
し、活動を楽しもう」、

名古屋名東ロータリークラブ会長方針、 「健康で輝く□
－タリアンを目指そう」

楽しい嬉しい面白い溌刺として人生を送りましょう。
名東□一タリーは、お陰様で40周年を迎える事が出
来ました｡イアンHSライズリーRI会長が提唱した地球
環境保全の為の奉仕活動「□－タリアン一人一人の植

樹」、40周年記念事業と致しまして、名東区小中学校
全校27校に植樹を2018年3月中旬までに完了いたし
ました。

2017年7月1日の会員数61名62本の植樹で御座い
ます。30年間の名東小中学校連合音楽会の協賛が、礎
にありましたので、小中学校全校の先生方もスムーズに



| 名古屋東山RC森川辰幸会長挨拶 ’ しい限りであります。

と申しますのも、私ども昭和クラブには、来週15日の

日曜日に地区研修･協議会のホストという大仕事が残っ

ており、まだまだ緊張感から抜けられません。

当日は、昭和クラブ会員一同心を込めて運営いたします

ので、どうか皆様方には同期の誼、身内の誼で温かく見

守って頂けますようお願いをして､本日の挨拶に代えさ

せていただきます。

ありがとうございました。
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管理に役立てるという方式にしました。これにより故障

したら以後使えないという心配が無くなったと村役場

の方達に喜ばれました。

寄贈式では現地の方ﾉﾏとお会いする事が出来ましたが、

再びお目にかかれるかどうかは分りません。

皆様も、この6RC合同例会のテーブルで、これからお

付き合いになる方も、今回限りとなる方もいらっしゃい

ます。

日本には一期一会と言う言葉がありますが､二度とお会

い出来ないかも知れないと思い､今の出会いを大切にす

る考えがあります。

この貴重な合同例会の時間を一期一会として有意義に
沢山の友情を築かれれば幸いです。

最後になりましたが、今日の6RC合同例会を準備実施

戴きました､名古屋昭和RCの渡邊直樹会長はじめ会員
の皆様方にお礼を申し上げます。

次年度は名古屋東山RCが主管となります。

開催日は2019年4月4日(木)で予定（場所は未定）さ
せていただきます。

当クラブ全員で全力でお迎えいたします。

万障繰り合わせの上、全員のご出席をお願い致します。

次期ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ名古屋東山RC挨拶

次年度主管を名古屋東山RCが持たせて頂きます。

日程は2019年4月4日(木)、会場は未定でございます。

決定次第皆様にご連絡を差し上げたいと思います。

クラブ会員全員全力で、皆様をお迎え致しますので、是

非､万障繰り合わせの上全員のご出席を宜しくお願い申

し上げます。
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◆乾杯

東名古屋分区ガバナー補佐 本多満様

万~証一 一 一’

凝
ってきておりますが、もう少し気を抜かずにやらなけれ

ばと思っております。

本日は、昭和RCの皆様が時期に相応しい設営をして

頂きましてありがとうございます。今年は染井吉野が

10日くらい前に散ってしまいましたが、桜は色々な種

類がございます。八重桜は今満開で、山桜もこれから満

開になります｡東山植物園に植樹した桜も山桜が中心で

すので、長い間楽しめるのかなと思っております。

名古屋昭和RC渡邉直樹会長挨拶

皆さんこんにちは。

本日の合同例会のホストを務める

名古屋昭和□－タリークラブ会長

の渡邉です。

私にとって、この6□一タリー

クラブ合同例会は、まさに「お花

見例会」であります。例年この時

期に、ホテルナゴヤキヤツスルで
ホテルに向かう道すがら、お堀泡

6RC各ｸ石ブの発展と､本日ご参集の皆様の企業家庭.；
個人のますますのご発展を祈念しまして、乾杯1 ， ． ．
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i~‐ ﾆｺﾎｯｸｽﾞ ’ニコボッワズ開催されることから、ホテルに向かう道すがら、お堀越

しに名古屋城の桜を眺めるのが楽しみでございました。

皆さんの中にも、そんな思いの方が多数いらっしゃると

思い、東急ホテルさんにご無理を言って、このように満

開の桜を用意して頂きました。そしてこの後のお料理

は、料理長のご配慮で桜に因んだメニューとのことで

す。私の挨拶は手短に切り上げますので、これからは名
残のお花見をお楽しみください。

さて、今日は、昨年一年間、RLI ・エレクト研修で

ともに学んだ同期の会長さんとお会いでき、ご挨拶も聞

くことができて感無室でございます。

その中で、創立40周年記念式典を控えた名東□－タリ

ークラブの平会長と私を除いて、他の会長さんは、すで

にご挨拶も済ませて「やっと今年度も終わったなあ！」

とすっかり肩の力も抜けて、表情も穏やかで、うらやま
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’福井浩道 萩原喜代子 長谷川亨 ｜

｜ 林 永芳 池森由幸 伊藤健文 ｜
｜ 小山雅弘 宮尾紘司 三好親 ~ ！
’ 大口弘和 太田和孝 大谷 恩 ｜
｜志水ひろみ 鈴木理之 鈴木聖三 ｜
｜ 谷口 優 舎人経昭 碓氷美佳 ，
｜ 渡邊源市 吉田 玄

｜ 本日は6RC合同例会です。
｜ ホスト昭和RCさん宜しくお願い致します。

20件｜合計35,000円｜ ｜
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ホストファミリー

ホストマザーがロータリープレジデントで、ビデオを

撮る用事がトラバースシティーという2時間ほど離れ
たところであったので一緒について行きました！

初めて行ったのですが､さぐらんぼが有名でサルサやジ
ャムのさぐらんぼ味や、ドライさくらんぼがあったりし
てとても美味しかったです。 1日泊まったのですが隣に

湖があって朝日がとても綺麗でした1

湖が多くあってどれも綺麗でした1緯度45度の場所
にも行くことができて良かったです｡記念撮影をしまし

たが風が強くほとんどの写真がボツになって悲しいで

す…。

最後の写真はホストペアレンツです！いつも感謝する
ことばかりです。もうすぐハワイに旅行にいってしまう
ので少し悲しいです。

青少年交換(派遣学生）河合里咲さんから
レポートが届きましたのでご紹介します

MonthlyReport -March-
RisaKawai

今月は学校のトリップと□－タリーの行事に参加しま

した。部活を始めてみたり自分の街から離れて、どこか
行ったりアクティブに活動した月だったと思います！
もうすぐプロムや卒業式､学校の行事と友達と遊んだり

部活に行ったりしてありがたいことに忙しく過ごして
います。

学校

私が取っているプロモーションの授業でSkyzoneと
いうひたすらジャンプしながらドッジボールをしたり

バスケをしたりできる場所です！私は友達たちとひた

すら飛び続けて鬼ごっこをしたり、側転だったりバク転
をしたりしていました｡－応授業の一環として行ったの
で自分たちでキャッチコピーをつくったり、ビデオを作

ってみたりして宣伝をしました。

~~~
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． ホストファザーの甥がラ

力についてもお話しさせていただきました。とっても緊

張しましたが、いい経験になりました。
まとめ

今月は友達と遊んだり、学校は行事の準備をしていた

り忙しく過ごしましたが､充実しているなと感じる日ノマ

が多くなり嬉しいです｡学校では友達や先生がいつ帰る
の？と質問されることがだんだん増えてきて､複雑な気

持ちです…。ですが、貴重な時間を無駄にしないようで
きる限りの事はとことん挑戦していきたいと思います。
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先月の終わり頃から舂シーズンの部活が始まりイン

ドアサッカーに入りました。そこには数人友達もいたの

で初めて挑戦したので心強かったです。

練習も初心者ながら頑張って上達していたのですが、コ

ーチがあなたは十分なスキルを持っていないからチー

ムに入れられなかったと言われました。コーチには前に

勧められた陸上をすることにしました。練習は厳しいで

すが、これで体重を帰国前に戻すことができればいいな
と思いますハハ

今は春休みですが､舂休みに入る前に成績がつくので毎

週何かのテストだったり、発表があったりして忙しく過

ごしました｡私のクラスの歌の授業で少し大きいコンサ

ートが来月にあるので練習を舂休みにもしています。
グレイテスト・ショーマンと昔の映画のグリースという

曲を発表します！とても楽しみなので絶対成功させた

いです1

ロータリー

今月は私がプレゼンテーションをしました1ホストマ

ザーとファザーが来ていたのでとても緊張しましたが、

最初よりも緊張しなくなって台本を持たずに話きれた
ことが嬉しかったです。ホストファザーもすごく良かっ

た！カツ．良かったよ！と言ってくれて嬉しかったで

す。ロータリーの募金の一環かプロジェクトの一環で朝
食にパンケーキを提供をしているのでそのお手伝いを

しました1チケットの販売や片付けをお手伝いしまし

た。

Gつ｡＝

＜5月の例会内容＞

5月1日（火）休会

5月8日（火） 12:30東急ホテル3F錦の間

◎卓話国際ｶﾗｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ岩田まゆか様
5月15日（火) 12:30 3F錦の間

◎卓話地区研修実行委員会委員長早川和男様

「職業奉仕の今昔」

5月22日（火） 12:30東急ホテル3F錦の間

◎卓話青少年交換生エリザベス･ソリスさん

＊例会終了後理事役員会3F梅の間

5月29日（火） 12:30東急ホテル3F錦の間

◎友愛の日

事務局休館?4月28日～5月6日

緊急連絡はポケット名簿に従ってご連絡お願い致します

●寺
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平成S0年4月22B(B) 京都石清水八幡宮
壱夛彗呈毫2万笑会

次回例会

雲 ．等量 溺

繊息“


