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今日の例会

第1584回 平成28年3月 1日（火）

偲臺E三目裁量三毫乏章ラ

◆藤田義明ガバナー補佐ご挨拶

東名古屋分区の'.M､に多数のご登

録を頂きまして､心からお礼申し

上げます。

ガバナー補佐訪問では各クラブ

において非常に温かい歓待を受

けました。ロータリーの友情と深

いお心を感じたことに大変感謝

しております｡各クラブには良き

先回の例会

第1583回 平成28年2月25日（木）晴

東名古屋分区IntercityIV1eeting

テーマ愛ある□－タリー活動

（ﾎｽﾄ：名古屋葵□一タリークラブ）

16：30～20：20

名古屋東急ﾎﾃﾙ3F 「ｳ・ｴﾙｻｲｺの間」

個性があり、その個性を上手く交換し合うことが分区発

展のためには重要であると感じました。各クラブの個性

が交換し合い、友情と親睦が深まることを願い「愛ある

ロータリー活動」のテーマでl.M.を開催します。

今回の記念講演は、量産エンジンとしては圧倒的な低

燃費と快適な走りを実現するSKYACTIVエンジンを

開発されたマツダ株式会社常務執行役員人見光夫氏

をお招きし、 「SKYACTIVエンジン開発発想の転換」

をテーマに、クルマづくりすべてのプロセスを革新する

「モノづくり革新」についてお話を頂きます。

懇親会では、日本舞踊とフラメンコショーで堪能して

頂き、分区12クラブの交流と親睦が深まることを祈念

して挨拶とさせて頂きます。

◆ビジター数(2/23) 25名

◆出席報告

会曼39( 30)名 出席18名

出席率60．00%

前々回2/9(修正出席率) 93．55%

東名古屋分区INTERCITYMEETING |
愛ある□－タリー活動テーマ

第一部式典◇ 16：30～17：00

点鐘

君が代

奉仕の理想

◆ホストクラブ吉村福修会長ご挨拶

◆来賓・特別出席者紹介

◆出席クラブ紹介

◆加藤暘一ガバナーご祝辞

東名古屋分区の□一タリアンの

皆様、このたびは名古屋葵ロータ

リークラブ会長吉村福修様、実

行委員長加藤久雄様のお世話で

東名古屋分区IMが開催される

事、誠におめでとうございます。

ご承知の通り、 1．M・はガバナ

ー補佐が主催する－番大切な行

2015-2016年度国際□一タリー

第2760地区インターシティ・ミ

ーティングに際し多数のご登録を

賜りましたこと、ホストクラブを

代表して厚くお礼申し上げます。

今回、加藤ガバナーの「□一タ

リーの原点に学ぶ～友情と寛容の

i針の墓、藤田ガバナー補佐は「愛
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輪を拡げよう～」の方針の基、藤田ガバナー補佐は「愛

ある□－タリー活動」をテーマに掲げられました。東名

古屋分区全クラブが一同に介する当会は非常に大きな

意味を持つと考えております。マツダ株式会社人見常

務様からは、世界の常識を打ち破り新しい世界を見出し

たスカイアクティブエンジンのお話を聞くことが出来

ると思います。又、他にも多くの企画蚕用意させて頂い

ております。 皆様が多くの笑顔に包まれ、親睦を深め

て頂きますこと心よりお祈り申し上げます。

事であり、この場で分区の□一タリアンが一同に集まり

□一タリーの情報を共有できるものです｡本日のこの会

が、成功裏に終了されることをお祈りいたします。

また、藤田義明ガバナー補佐には、ガバナー公式訪問

に先立ち12クラブを訪問いただき、各クラブの情報を

いただき本当にご苦労様でした。心より感謝しておりま

す。私自身もll.M.に参加させていただき、東名古屋

分区の皆様とお会いし､語り合えることをとても楽しみ

I 謹暴テーマ『回一タリーに感肩鋤 樫属冨二 難繊睦穂鎚細を梗卿して鎖りま森。



第三部懇親会に参りました。本日は、宜しくお願い致します。

東名古屋分区Mの大成功を1 1
BEAGIFTTOTHEWORLD! !

◇ 18：50～20：20

オープニング 『西川流』 西川京志郎
「

魚
◆記念事業報告

「東区安心・安全で快適なまちづくり推進協議会」へ

交還安全手旗200本

スーパークリップライト200個 寄付

寄付目録贈呈・感謝状授与

◆加藤久雄|.M.実行委員長挨拶

各クラブの皆様、多くのご登録ありがとうございま
す。本日特別出席者の方々そして多くの会員の皆様ご

出席ありがとうございます。

このIMの目的は会員相互の親睦と面識を広め、会員

にロータリー情報を伝えると共に、立派なロータリアン

の育成にあります｡そのために経験豊富なリーダーの下

で□－タリーの奉仕の理想を勉強する会合と位置づけ

られております。

私ども､葵□－タリークラブは創立10年が過ぎたば

かりのまだまだ若いクラブです。そのクラブが1.M.を開

催する事によって学び成長すると共に、会員皆様には親

睦と交流をより一層深めて頂き、クラブの個性、感性の

違いを感じとってもらい各クラブの□一タリー活力な

ればと思います。

講演会ではマツダ㈱の常務執行役員の人見光夫様に

講演して頂きその後懇親会を行います｡懇親会では西川

流の踊りと本場のフラメンをアトラクションとして準

備させて頂いております｡ぜひ皆様にはよろこんでもら

い楽しい気持ちで帰っていただければと思います。

◆次年度東名古屋分区ガバナー補佐紹介

◆次年度'．M.ホストクラブ紹介

◆次年度IM.ホスト

名古屋北RC各務修会長エレクトご挨拶
一マーーーーーー詞〒－－－－－－

蕊き
う、宜しくお願い致します。簡単ではございますが、ご
挨拶に代えさせていただきます。

品
◆乾杯 大竹一義地区幹事

◆アトラクション 『フラメンコ』

「
－－

◇第二部記念講演 17：00～18：40

『SKYACTIVEエンジン開発発想の転換』
マツダ株式会社常務執行役員人見光夫様

司罪一一 戸一マ 戸勾=寺 や

「日本カー・オブ・ザ・イヤー」

を「デミオ」 「ロードスター」と

2年連続で受賞するなど好調な

マツダ◎そのマツダを支える大き

な柱のひとつが、新世代技術

「SKYACTIV」。特に過給機や

ハイブリッドシステムを用いず

に良好な燃費をたたき出す

'ン」への評価は高い。

エンジンの生みの親ともいえるの

iの人見光夫氏。マツダが業績不振

◆加藤寛治郎会長エレクトご挨拶
本年度会長エレクトをさせて頂いております加藤寛

治郎です。本日はご多用の中、インターシティ・ミーテ

ィングにご参加いただきまして､心よりお礼申し上げま

す。当クラブもまだまだ未熟なクラブではございます

が､今回の運営を機にますます努めてまいりたいと思い

ます。今後も当クラブヘのご指導ご鞭燵のほど、よろし

くお願いします。

高い席からではございますが､みなさまの今後ますま

すのご活躍．ご多幸を祈願いたしまして、ご挨拶とかえ
させていただきます。本日はありがとうございました。

「SKYACTIVエンジン」への評価は高い。

このSKYACTIVエンジンの生みの親ともいえるの

がマツダ常務執行役員の人見光夫氏。マツダが業績不振

にあえぐ中でのSKYACTIVエンジンを開発するため

の取り組みを中心に､今後のSKYACTIVエンジンの開

発経緯や､燃費規制に対する考え方などについて語って

頂きました。



◆手に手つないで

閉会

(敬称略） ’|特別出席者
ガバナー 加藤陽一

地区幹事 大竹一義
地区副幹事 野田正治

バストガバナー

2005-06年度東名古屋分区ガバナー補佐田嶋好博

2006-07年度東名古屋分区ガバナー補佐千田 毅

1992-1993年度名古屋第二分区代理 日比榮一

1995-1996年度名古屋第二分区代理 浦野三男

1996-1997年度名古屋第二分区代理 古川善次郎

1999-2000年度東名古屋ガバナー補佐 坂本精志

2000-2001年度東名古屋ガバナー補佐 星川直志

2002-2003年度東名古屋ガバナー補佐 細野恭弘

2003-2004年度東名古屋ガバナー補佐 長谷川正孝
2007-2008年度東名古屋ガバナー補佐 佐藤正延

2008-2009年度東名古屋ガバナー補佐 國分孝雄

2009-2010年度東名古屋ガバナー補佐 村橋泰志

2010-2011年度東名古屋ガバナー補佐 遠藤友彦

2011-2012年度東名古屋ガバナー補佐 大口弘和

2013-2014年度東名古屋ガバナー補佐 三浦俊彦

2014-2015年度東名古屋ガバナー補佐 松野一彦

ロータリー財団地域コーディネーター補佐深谷反尋

東名古屋分区次年度ガバナー補佐 柴田幸男

東名古屋分区次年度l.M.ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ会長ｴﾚｸﾄ 各務 修

名古屋名城□－ターアクトクラブ会長 渡邊博人

名古屋名城□一ターアクトクラブ幹事 吉川 綾

騨
世界へのプレゼントになろう

■酵

|参加者数 【S目の1列会のご案内】

3月 1日（火) 12:30 4階雅の間

◎社会奉仕優良職員表彰

愛知県千種警察署／名古屋市千種消防署

名古屋市東山植物園

3月8日（火) 12:30 3階錦の間

◎卓話名古屋テレビ秘書部ｼﾆｧｱﾄﾞﾊﾞ付一
（元ｱﾅｳﾝｽ部長）浅沼道郎様

「30分で学べるアナウンサーの基本技術」

◎桜花学園インターアクトクラブ卒業挨拶

桜花学園IAC顧問 河合保昌先生

桜花学園IAC卒業生川口芳ノ華様

桜花学園IAC卒業生井上礼奈様

3月15日（火) 12:30 S階錦の間

◎卓話東京海上日動あんしん生命保険（株）

セ．ﾈﾗﾙﾗｲﾌﾊﾟｰﾄﾌｰ 野田巨樹様

「ふるさと納税について」

＊例会終了後 理事役員会 3階梅の間

3月22日（火) 12:30 4階舞の間

◎卓話東洋航空電子（株）

主管布施嘉舂様

「宇宙への夢と＝険」

3月29日（火) 12:30 S階錦の間

･東尾張分区

瀬戸ロータリークラブ

･西名古屋分区

名古屋みなと□－タリークラブ

･東名古屋分区

名古屋北□－タリークラブ

名古屋東□－タリークラブ

名古屋春山ロータリークラブ

名古屋和合□－タリークラブ

名古屋名東ロータリークラブ

名古屋名北口一タリークラブ

名古屋千種□－タリークラブ

名古屋昭和□一タリークラブ

名古屋錦□－タリークラブ

名古屋東山ロータリークラブ

名古屋アイリスロータリークラブ

名古屋葵□－タリークラブ
参加□－タリアン

3名

4名

92名

85名

33名

108名

63名

36名

36名

48名

27名

32名

37名

20名

626名

◎友愛の日

＊米山奨学生グエンチャ ンさんの最終例会
■

毎

■

津

、■ 一~



□お知らせ

サイド談話」とも呼ばれていたようですが、いずれもコ
ンセプトは同じです。

【米山奨学生グエンチャンさん歓送会のご案内】

この1年間、当クラブでお世話してきました米山奨学生

グエンチャンさんの歓送会を計画致しております。

チャンさんは、毎月の友愛例会や、各親睦の会などにも

積極的にご参加下さいましたので、会員のみな様とも

より親交を深めて頂けたと存じます。日本のお父さんお

母さんである皆様とチャンさんの卒業を御祝いし､賑や

かに送りたいと思いますので､是非ご参加頂きたく宜し

くお願い致します。

尚、3月29日（火） 「友愛の日」の例会がチャンさ
んの最終例会になります。

2月23日に□一タリーは111周年を迎えます。

この機会を生かして､皆さんがロータリーの仲間ととも

に、□－タリー、特に2016‐17年度、□－タリー財団

の100周年をどのように迎えるかについて語り合う夕

べを催されることを望んでいます。

今年のロータリー創立記念日は火曜日です。火曜の夜に

予定が入っている人は少ないでしょうから、祝う方法を

いろいろと考えてみましょう。

現代では、□－タリアンの自宅、レストラン、居酒屋

などで炉辺会合を行うだけでなく、ソーシャルメディア

を使ってオンラインで語り合うこともできます。□一タ

リーの創立記念日､そして□－タリー財団100周年を機

に、ロータリーでの親睦や奉仕に仲間を誘い、ロータリ

ーについて語り合うことを世界中の□一タリアンに奨

励したいと思います。ロータリーが、ポール・ハリス

という一個人のアイデアから始まったように、ロータリ

ー談話も個々のロータリアンやクラブのさまざまな方

法で発展していくことでしょう。 今年度、クラブでこ

のアイデアを進めてくれるのはどなたでしょうか？

われこそは、という人は、談話の様子をぜひメールで私

にお知らせください(送信先:rayklaw@sbcglobal.net)

名称や方法は何であれ､ロータリーの創立と財団100周

年を語るこの機会は、きっとクラブのためになるはずで

す。

準備の都合上

致します。

3月15日までにご出欠の返信をお願い

事務局Fax O52-763-5121

記

3月26日（土）17：00～19：30

揚輝荘南館聴松閣内地階多日的室

（旧舞踏場）

千種灰法王町2-5-17/1tL75924450

5,000円

(チャンさんへの記念品代も含みます）

とき

ところ

会寶
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◆寄付金速報一下期も順調なスタートー

1月までの寄付金は前年同期と比べ4.6％増、約4,780
万円の増加です。普通寄付金が0.2％増、特別寄付金が

7.1％増となりました。 1月のみの単月納入額比較では、

直近5年間のうち､普通寄付金は4番目の金額と少々送

金が遅れておりますが、特別寄付金はトップの金額で、

下期も順調なスタートを切ることができました。

◆2016学年度新規米山奨学生の合格者が決定

昨年12月～今年1月末にかけて、2016年4月採用の

新規米山奨学生の面接選考が各地区選者委員会によっ

て行われ、合格者が決定しました。

1,329人の申し込みに対し､奨学金プログラム別の合格

者数は、学部・修士・博士課程奨学金【指定校応募】が

522人、地区奨励奨学金【指定校応募】が15人、クラ

ブ支援奨学金が6人、海外応募者対象奨学金【海外から

の個人応募】が6人となりました。このほか、海外学友

会推薦奨学生を現在選者中です。

現在の合格者を国籍・地域別に見ると、中国40.3％、韓

国14.2％､ベトナム14.0％､台湾4.4％､モンゴル4.0％

の順となっています。4月からは、昨年度からの継続奨

学生を合わせた749人が2016学年度奨学生となる予

定ですが、今後、他の奨学金合格による辞退、海外学友
会推薦奨学生の合否などによって、人数の変動が見込ま

れます。

会場 南国「聴松閨_|内地階多日的宰

＊揚輝群に駐車場はございません
■‐■‐■ ■‐■ ■‐■口■‐■一●ロむつB 一一■｡■‐口 凸■●口■‐呂一‐■‐■ ■ロ巳 ｡｡■ ｡｡ Lー■＝■‐■－● 凸申 .ｰ■‐由 一①‐ ｡.‐■‐b

オ D8nBBBB■、■B■■■、6，ゴa■nｺ■aB8DgDO8FDpD8■、82■E■』■4 ■＆■0■gD8 DZ■8 ■8 ■8 ■gロ
旬■｡■｡■｡■Ⅱcpq■■●■●■｡■せ■■す■d■◆■q■･勺■ログ ｡q■■■1■"e口凸 ■■ゆG■●●⑪｡由■凸●■b伊甲■･ ■■･ ■●‐岳甸●や■◆申やゆ■‐P5■ひ■■甲■草r ■｡c ･－｡■●◆eⅡ■■■■he

|ロータリーの友2月号より’
管理委員長の思い

ロータリーの誕生日と財団について語ろう

2015-16年度□－タリー財団管理委員長

レイ・クリンギンスミス

何十年も前､私か□－タリーに入会

したころ、 「炉辺会合」はロータリ

アンに人気の高い､シンプルで効果

的なコミュニケーション手段でし

た｡一人の会員宅に少数のロータリ

アン仲間が集まり､それぞれの人生

の価値について語り合いました。そにおけるロータリーの価値について語り合いました。そ

こでは親睦を深めると同時に、ロータリー財団を含むロ

ータリーのプログラムに閨する知識も深めることがで
きました。一部の国、特にオーストラリアでは「プール

次回例会：平成28年3月8日（火) 12:30 SF錦の間
卓話「30分で学べるアナウンサーの基本術」名古屋テレビ秘書部ｼﾆｱｱﾄﾊﾞｲｻﾞｰ浅沼道郎様
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