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“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
いい方向に進むことを期待しております。年度の終わりになっ

第９０５ 回 例会Ｎｏ．４４ 平成 ２６年６月５（木） 晴
クラブフォーラム
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「君が代」「奉仕の理想」
■ 出席報告
会員４６名中２５名出席
■ 出席率
６０.９７％
出席計算人数４１名
■ 修正出席率 ５月２２日
９５.２３％
■ スピーカー
西川 博会長、田中如以さん
■ ゲスト
岡山丸の内 RC 会長 隅田倫且様
〃
幹事 西村篤志様
藤田さんゲスト 劉 昌彦様
後藤一郎様

会長挨拶
皆さんこんにちは。本年度も、あと 1ヶ月になりました。6 月は親
睦活動月間です。
岡山丸の内ロータリークラブ会長 隅田倫亘さん、幹事 西村篤
志さん、ようこそいらっしゃいました。心から歓迎申し上げます。
そして藤田さんゲストの劉 昌彦さん、後藤一郎さんようこそい
らっしゃいました。心から歓迎申し上げます。
今日はＲＩ国際大会に６名の方が出席のため出席者が少ないで
すが、3 月の創立記念例会に、岡山から同じクラブ名ということ
でインタネットの当クラブのホームページで調べて幹事の西村
篤志さんがメークアップにいらっしゃいました。その後、しばらく
してその岡山丸の内ロータリークラブ会長 隅田倫亘さん、幹
事 西村篤志さんから思いがけなく、友好クラブとして交流をし
ましょうという手紙をいただきました。そして今日ここに例会訪
問でおいでになっています。
友好クラブとして交流を進めることは 5 月の理事会で双方のク
ラブとも了承されております。今後お互いクラブ交流行事など、

て、クラブ方針「ロータリーの輪を広げよう」が思いがけなく実現
できることになりました。
一挙に会員が倍になった感じですね。
これは岡山丸の内、名古屋丸の内両ロータリークラブの皆さん
のおかげだと感謝いたします。よろしくお願いします。

６月の祝福
2日
5日
6日
７日
9日
10 日
12 日
16 日
17 日
21 日

誕生日
和田直美さん

結婚記念日
西川さん、武山さん

吉田光一さん
横田茂樹さん
岩田さん
永井さん
林博樹さん
水野裕善さん
小菅 誠さん
長谷川さん

ニコＢＯＸ
●本日は岡山丸の内 RC より会長 隅田倫且様、幹事
西村篤志様をお迎えいたしました。隅田様、西村様、遠路
ようこそお越し下さいました。会員一同心より歓迎申し上
げます。 西川会長、藤田、長谷川、永井、亀井、堀江、
後藤、磯部、大岩、河原、渡邉、水野、成田、森田、大附、
立石、十文字（敬称略）
大塚さん 西川会長ほか役員の皆様、一年間ご苦労様で
した。あと少しですね！
●今月は私の誕生月です。お祝いを有難うございます。
吉田さん、横田さん
本日合計 ５２，０００円

クラブフォーラム「カンボジアの現状」
西川会長より、カンポットへの支援
事業に対してより理解を深めるた
め、現在のカンボジア王国の状況
などお話しいただき、その後、冊子
「アジアの子ども【生きる】」を田中
如以さんに朗読いただきました。
第１２回理事会議事録は次号に掲載致します。

第９０４ 回 例会Ｎｏ．４３ 平成 ２６年５月２９（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「手に手つないで」
■ 出席報告
会員４６名中２０名出席
■ 出席率
４７.６１％
出席計算人数４２名
■ 修正出席率 ５月１５日
９５.２３％
■ スピーカー
安藤正道さん

会長挨拶
皆さんこんにちは。
もう５月も終わりです。このところかなり暑くなってきまし
たので、例会はクールビズでまいりましょう。
今日の会員卓話は安藤正道さんです、のちほどよろしく
お願いします。
さて、今年２０１４年国際大会はオーストラリア シドニー
で６月１～４日に開催されます。当クラブからも川原ガバ
ナー補佐を始め松尾ガバナー補佐幹事、若原親睦活動
委員長、岩田職業奉仕委員長、和田米山記念奨学委員
長、矢野副幹事、の皆さんが参加されます。そして、 ６
月１日（日）ヒルトン・シドニーにて「田中ガバナーを囲む
夕食会（田中ガバナーナイト）」に出席の予定と聞いてお
ります。
この大会にはいろいろな企画がされていて、「ロータリー
の友」の中で「エバンストン便り」というコラムに紹介され
ています。たとえば４月号には
“国際大会カウントダウン ハーバーブリッジに登ろう”
シドニーの街を一望できるハーバーブリッジにいって、
ポリオ撲滅活動を支援し､二つの世界記録を打ち立てて
みませんかというものです。
このイベントは、５月 30 日、ロン・Ｄ.バートンＲＩ会長を
はじめとするロータリアンが、ロータリークラブが存在す
る国や地域の国旗を手に、ハーバーブリッジの頂上に登
るというもの。これによって二つの世界記録の達成が期
待されます。一つは、橋上ではためく異なる国旗の数
（現在の記録:137）、もう一つは、一度にハーバーブリッ
ジに登る人の数（316 人）です。 最長４時間を要するこ
のイベントの参加者数は 392 人に限定され、事前の登録
が必要となります、５月 26 日～６月 10 日にロータリアン
が個人で橋に登る場合も、寄付の対象となります。
今後のＲＩ国際大会の予定は
2015 年６月 7～10 日 ブラジル・サンパウロ
2016 年５月 29 日～６月１日 韓国・ソウル
2017 年６月 10～14 口 アメリカ・アトランタ
2018 年６月 24～27 日 カナダ・トロント です。
当クラブでも４０年ぶりに日本で２００４年5月２０日から
５月２６日の日程で大阪を中心に盛大に行われた２００４
年 RI 国際大会（関西）に後藤親睦委員長の時、春の家族
例会を「２００４年 RI 国際大会（関西）」参加とし、会員及
び家族３１名で大会開会式の行われた５月２３日（日）に
参加しました。
最初に友愛の広場等が有る中之島のリ－ガロイヤルホ
テルに行き、まず大阪では好評なランチバイキングで食
事をして、３階の友愛の広場の見物とお土産を買って、

地下鉄で移動、ド－ム入口で参加記念品の入った袋を
貰い、５階に席を確保し開会式の始まるのを待ちました。
大会は千玄室大会実行委員長の挨拶で始まり、ジョナサ
ン B・マジィアベ RI 会長の挨拶が有り、各国の国旗が並
びアトラクションが行われました。わずかな時間でしたが
大阪ド－ムを出、地下鉄に乗るのに大変な思いをしまし
たが、バスの中では美味しいお弁当を頂き、無事名古屋
に着きました。
RI 国際大会に参加される皆さんにはこの大会を大いに
楽しんできていただきますよう、そして楽しかった話を聞
かせていただきたいと思います。
気をつけていってらっしゃい！！

５月２９日 ニコＢＯＸ
●本日の卓話は安藤正道さんより経済についてお話い
ただきます。安藤さん、よろしくお願い致します。
西川会長、大附、横田、安江、松尾、長谷川、吉田、
水野、亀井、河原、後藤、渡邉、山﨑（敬称略）
藤田さん １０月末まで「クールビズ」で失礼します！！
安藤さん 絵画展、多くの方に来ていただきましてありが
とうございました。岩田先生、医師会でセミナーを開催さ
せていただきありがとうございました。本日の卓話、医師
会の時とは違い、真面目なお話をさせていただきます。
よろしくお願い致します。
田島さん ６月８日に人生２回目のウルトラマラソン飛騨
高山 100 ｋｍにチャレンジします。故障していて練習不足
なので完走は厳しいですが、ベストを尽くして頑張りま
す。カンパ受付中です。よろしくお願いします。
●春の健康感謝ニコニコ Day 伊藤さん
本日合計 ３５，０００円

卓 話
「2014 年５月の株式市況見通し」
安藤正道

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎６月12日（木）第 906 回例会 「会員卓話：後藤敞さん」
◎６月 19 日（木）第 907 回例会 「退任挨拶」
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

