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永井克昌会長

年度目標

“豊かな人間関係を創り
次の世代に続くロータリーにしよう！”
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

会長挨拶

永井克昌

７月の祝福

22 日

誕生日
十文字織栄さん
長谷川龍伸さん
山﨑 彰子さん
有沢 祥子さん
丘 博文さん

1995 年 3 月 9 日
1995 年 3 月 28 日
永井 克昌
矢野 雄嗣

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/

大附香一

第９０９ 回 例会Ｎｏ．１ 平成 ２６年７月３日（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４８名中３５名出席
■ 出席率
７６.０９％
出席計算人数４６名
■ 修正出席率 ６月１９日
９５.３５％
■ ゲスト
名古屋中央 RAC 会長 岡田 楓さん
〃 幹事 野々山慶起さん
米山奨学生 全培糊さん

７日
13 日
16 日

立
認
長
事

結婚記念日
17 日 大附さん

入会式

ニコＢＯＸ
永井会長 今日から会長を務めさせて頂きますのでよ
ろしくお願いします。
矢野幹事 今年度、幹事を努めますので皆様よろしくお
願いします。バタバタすると思いますが楽しい１年になる
よう精一杯やります。
岩田さん 本日入会の上野さん、有沢さんをご紹介しま
す。よろしくお願いします。
安江さん 最終例会に当店をご利用頂きありがとうござ
いました。感謝。
松尾さん 親睦活動、新人のつもりで委員長やりますの
でご協力下さい。
岡田さん 永井新会長、よろしく。
田島さん 先週の藤岡でのゴルフ、若原さんのご配慮で
お安くプレーできました。ありがとうございました。さらに、
憧れていた岩田会長エレクトにグロス勝ちできました。人
生で３本の指に入るステキな１日でした。
●新年度第一例会です。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。
大塚、川原、河原、西川、横田、亀井、森田、堀江、十文
字（敬称略）
●新会員の青木宏樹さん、有沢祥子さん、上野直樹さ
ん、会員一同心より歓迎致します。これから宜しくお願い
致します。
長谷川、後藤、和田、渡邉、（敬称略）
●理事役員就任祝
永井会長以下１１名
●委員長就任祝
亀井さん、森田さん
●100％出席達成
永井会長以下１８名
●100％出席未達成
安藤さん以下８名
本日合計 ２３１，０００円

米山奨学金

（右から）青木宏樹さん、上野直樹さん、有沢祥子さんを
新たに会員としてお迎えいたしました。

米山奨学生の全培糊さんに、和田直美カウンセラーより

７月分の奨学金をお渡し致しました。

名古屋中央 RAC 支援金贈呈
青少年奉仕委員長 藤田守彦
クラブからの支援金を２回に分けて贈呈します。また、今
年度は会員の皆さんにローターアクト例会へのご参加を
頂けるよう振り分けなどを考えておりますのでご協力お
願い致します。

ゲイリーC.K.ホァン ＲＩ会長メッセージ
（ROTARY JAPAN WEB より転載）
「ロータリーに輝きを」
ロータリアンの皆さん、私はロータリーの中に、奉仕や責任
の重要性、家族や他者の尊重といった中華的価値観を見いだ
します。私は孔子を世界で最初のロータリアンと呼んでいます。
それは、孔子はロータリーが創立される 2500 年前の人物であ
るにもかかわらず、ロータリーの考え方と彼の考え方が非常に
よく似ているからです。彼の言葉に「與其抱怨、不如改變」とい
う言葉があります。

言い換えると、「ただ座って暗闇を呪うよ

りも、ろうそくをともした方がいい」という意味です。
この言葉は、世界の問題に対するロータリーの取り組み方
を要約しています。世界には困難なことが山積しており、支援を
必要としている人がたくさんいます。多くの人がこの状況を見て
「私ができることは何もない」と言います。そして彼らは何もせ
ず、何も変わらないのです。
しかし、これはロータリーの流儀ではありません。ロータリー
なら、ろうそくをともします。私が一本のろうそくに火をともし、あ

クラブフォーラム「年度方針」

なたが一本のろうそくに火をともします。そして 120 万人のロー

会長幹事より今年度の方針・豊富などについてお話いた
だきました。

タリアンがそうします。私たちが一つになれば、一人ひとりです
ることより、ずっと大きなことができるのです。一つになれば、
世界を輝かせることができるのです。

事業所

事業所

事業所

新会員紹介
青木 宏樹
氏名
アオキ ヒロキ
紹介者
永井克昌、長谷川龍伸
職業分類
一般弁護士
生年月日
1978 年 30 月 26 日
旅行
趣味
弁護士法人永井法律事務所南事務所
所長、社員弁護士
457-0044 名古屋市南区柵下町 1-32
プチハイツ 102 号
TEL052-883-9175 FAX052-883-9176
有沢 祥子
氏名
アリサワ ショウコ
紹介者
岩田 宏、眞砂敦夫
職業分類
皮膚科
生年月日
1958 年 7 月 16 日
ソシアルダンス
趣味
医療法人 愛星会
理事長
464-0026 名古屋市千種区
井上町 113 星ヶ丘中央ビル２F
TEL052-781-6261 FAX052-781-6211
上野 直樹
氏名
ウエノ ナオキ
紹介者
岩田 宏、眞砂敦夫
職業分類
産婦人科
生年月日
1955 年 11 月 19 日
ゴルフ
趣味
医療法人 昇樹会 産科婦人科
上野ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 理事長
462-0825
名古屋市北区大曽根 1-29-33
TEL052-364-7770 FAX052-364-7771

2014－15 年度、私は皆さん一人ひとりに、皆さん自身のロー
タリーのろうそくに明かりをともすようお願いします。一緒に「ロ
ータリーに輝きを」与えましょう。
「ロータリーに輝きを」もたらす方法は、たくさんあります。私
は多くの皆さんが、「ロータリーデー」を開催して、それぞれの
地域で、ロータリーのことを、そして私たちが行っていることを
示してくださることを期待しています。ローターアクトクラブやイ
ンターアクトクラブを皆さんの奉仕活動に巻き込んで、ロータリ
ー家族の新世代をロータリーの会員に近しいものにしてほしい
と願っています。そして皆さん方が、ご自身の配偶者や家族を
含む新しい会員をロータリーに誘い、強いロータリーを維持して
くださることを期待しています。
「ロータリーに輝きを」もたらすために、私たちができる最も
重要なことは、おそらく、私たちが四半世紀以上も前から行って
いる活動、ポリオ撲滅を実現することです。私たちはゴールに
限りなく近づいています。しかし闘い続け、勢いを維持し、「ポリ
オ撲滅・エンドゲーム戦略計画」における必要経費と資金との
溝を埋め続けなければ、そこにたどり着くことはできません。
「ロータリーに輝きを」は、今年度の私たちのテーマですが、
単なるテーマではありません。それは、ロータリーにいる私た
ちがどのように世界を見、自分たちの役割を見いだすか、とい
うことです。暗闇の中でただ座っているだけでよい人などいな
いと私たちは信じています。そうではなく、「ロータリーに輝きを」
に向かって 120 万人が一体となるのです。これが私たちの目標
であり、皆さん方への私の挑戦です。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎７月１０日（木）第 910 回例会 「会員卓話」
「飛騨高山ウルトラマラソンに参加して」田島陽介さん
◎７月１７日（木）第 911 回例会 「ガバナー補佐訪問」
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎理事会・アセンブリ議事録は次号に掲載致します。

