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西川 博 会長

年度目標

1995 年 3 月 9 日
1995 年 3 月 28 日
西川 博
加藤 久明

事務局 名古屋市中区栄 3-29-1
名古屋クレストンホテル 1007 号
TEL 052-263-1324
FAX 052-263-0730
Mail rc.nagoya-marunouchi@waltz.ocn.ne.jp
HPhttp://www.nagoya-marunouchi-rc.org/

“ロータリーの輪を広げよう”
例会場 名古屋クレストンホテル
TEL 052-264-8000
例会日時 木曜日 12：30
プログラム･クラブ会報広報委員長
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矢野雄嗣

第８６２回 例会Ｎｏ．１ 平成 ２５年 ７月４日（木） 晴
クラブフォーラム
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「君が代」「奉仕の理想」
■ 出席報告
会員４２名中２８名出席
■ 出席率
７１.７９％
出席計算人数３９名
■ 修正出席率 ６月２０日 ９４.７４％
■ スピーカー
会長・幹事
■ ゲスト
米山奨学生 全培糊 君
岩田さんゲスト 小島弘敬 様

会長挨拶
こんにちは
新入会の武山卓史さん入会おめ
でとうございます。
新年度最初の例会に入会され、
誠に記念すべき日になりました。
先ほど、藤田直前会長に“磨い
て”いただいた“輝く”ベルを点鐘
して、名古屋丸の内ロータリークラブ本年度の開始で
す。
２０13-14 年度の会長を務めさせていただくことになりま
した西川 博です。そして幹事には素晴らしい加藤久明
さんが引き受けていただけました。よろしくお願いしま
す。
今年のクラブ年度目標は
“ロータリーの輪を広げよう”
まず例会に出席そして親睦、奉仕活動に積極的に参加
して知り合いの機会を広げましょう。
名古屋丸の内ロータリークラブは創立１９年目を迎えま
す。２０周年に向かって奉仕活動、継続事業をより効果
のある支援の取り組みを行っていきましょう。
そして本年度は I.M 開催のホストを務めます。川原弘久
ガバナー補佐、藤田実行委員長の元、全員参加で成功
させましょう。
次年度に迎える２０周年記念式典の準備も加わって、今
年は忙しい年度になると思います。
微力ではありますが一年間、目標達成に向け努力してま
いりますので、会員全員の皆様の協力と温かいご支援
をよろしくお願い申し上げます。

ニコＢＯＸ
元会員 川崎美恵子さん 久しぶりに皆様のお顔が拝見
できうれしかったです。本日は有難うございました。ニコ
BOX に寄付いたします。（6/13）
西川会長 新年度が始まります。１年間よろしくお願いし
ます。
大塚さん 西川会長、奥様がついてます。頑張って下さ
い。
川原さん 7/27 の 11：00～BS５（朝日）で、共立病院のイ
ンドネシア進出について放送されます。皆さん見て下さ
い。
長谷川さん 新しい仲間を紹介します。仲良くしてあげて
下さい。
武山さん 本日入会致します。宜しくお願いします。
田島さん 西川会長、加藤幹事、いよいよですね。おめで
とうございます。私は３０日の日曜日に、北海道のサロマ
湖 100ｋｍウルトラマラソンに挑戦してきました。いろいろ
な方が助けてくれて、12 時間 57分で制限時間の３分前に
なんとか奇跡的にゴールできました。人間の可能性のす
ごさに気づかされました。
山﨑さん 今月は私の誕生月です。お祝いを有難うござ
います。
●新年度第一例会です。ガバナー補佐、会長・幹事、理
事役員・各委員長の皆さん、一年間宜しくお願い致しま
す。 藤田、亀井、小菅、成田、水野、高山、渡邉、安江、
加藤、矢野、岩田、若原、永井、大岩、大附、和田
（敬称略）
●理事役員就任祝
藤田さん以下１１名
●委員長就任祝
堀江さん、和田さん
●100％出席達成
藤田さん以下２１名
●100％出席未達成
大塚さん、大附さん、山﨑さん
本日合計 ２２９，０００円

７月の祝福
11 日
13 日
16 日
22 日
26 日

誕生日
立石さん
長谷川さん
山﨑さん
丘さん
植木さんご夫人

結婚記念日
17 日 大附さん

入会式
本日、武山卓史さんを新入会員としてお迎えし宣誓書に
ご署名いただきました。

事業所

新入会員紹介
武山 卓史
氏名
タケヤマ タクシ
紹介者
長谷川龍伸、藤田守彦
職業分類
一般財務
生年月日
1970 年 9 月 18 日
趣味
音楽鑑賞
武山卓史税理士事務所
467-0841
名古屋市瑞穂区苗代町 23-13
TEL052-811-3693 FAX052-822-4380

米山奨学生
米山奨学生 全培糊（ジョンベホ）さんにカウンセラーの
和田直美さんより７月分の奨学金をお渡し致しました。

役員章 贈呈
直前会長 藤田守彦さんと同じく幹事 田島陽介さんに、
西川会長より会長幹事役員章を贈呈致しました。

クラブフォーラム「本年度活動方針」
会長 西川 博
1. I.M を成功させよう、そして次年度クラブ創立２０周
年記念。
2. 奉仕活動に積極的に参加し顔の見える奉仕をしま
しょう。
名古屋聾学校支援、カンボジア医療支援
3. 東日本震災被災地の支援。
4. 出席率の向上そして会員増強。
今年度も次のような充実した例会、行事、クラブ活動を
進めていきたいと思います。
親睦活動（夏休み家族会 ビヤガーデンとハワイアン）
（秋の観劇家族会 歌舞伎鑑賞）
（忘年家族会 名古屋クレストンホテル）
（興正寺でのお花見春の家族会）
ロータリー研修（小グループでの夜間研修会を開催）
ニコＢＯＸ（集まった合計の３０％を『東日本大震災被災
地義援金』）
職業奉仕（会員の職場見学）。
社会奉仕 （メイクアウィッシュオブジャパンへの支援）
（愛知県立名古屋壟学校に「補聴器特性試験装置」を
寄付）
国際奉仕（カンボジア ・Prey Thnarng 村 教育と医療支
援）
米山記念奨学（奨学生 全培糊（ジョン・ベホ）君をお世話
する）
新世代奉仕（青少年指導育成、支援する）
等々、各委員長の皆様が様々な計画をしていただきまし
た。みなさまの参加、御支援、ご協力をよろしくお願いい
たします。

第 1 回役員理事会 議事録
平成２５年７月４日（木）12：00～
名古屋クレストンホテル 例会場
出席者 川原、西川、後藤、藤田、磯部、岩田、大岩、
亀井、高山、若原、長谷川、加藤、矢野
議題
１．退会承認の件（6/30 付遡り承認）
藤野正敏さん、中嶋俊博さん、柴田孝一さん 承認
２．西名古屋分区副幹事変更の件
３．その他
第 1 回クラブアッセンブリ議事録
平成２５年７月４日（木）13：40～
名古屋クレストンホテル クラウンルーム
出席者 西川、後藤、永井、磯部、矢野、岩田、大岩、亀
井、若原、高山、堀江、小菅、和田、加藤、矢野
議題
１．2013-14 年度委員会事業計画
２．その他
☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎７月１１日（木） 第８６３回例会 「ローターアクト」
地区 RA 委員長 寺本善雄 様ほか
◎７月１８日（木） 第８６４回例会 例会変更
「親睦夜間例会」 18：30～ クレストンホテル
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆

