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永井克昌会長

年度目標

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/

“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
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大附香一

卓 話

第 931 回 例会 Ｎｏ．２３平成 26 年１２月１１日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「我等の生業」
■ 出席報告
会員４７名中２９名出席
■ 出席率
６９.０５％
出席計算人数４２名
■ 修正出席率 １１月２７日
９５.４５％
■ スピーカー
川田重信 様
■ バナー交換
伊勢 RC（小菅 誠さん）

エグゼトラスト㈱代表取締役 川田重信
「バロンズ拾い読みから
米国市場と ETF の動向を読み解く」

会長挨拶

ニコＢＯＸ
吉田さん 前回、20 周年実行委員会を仕事の都合で欠席
しました。誠に申し訳ありません。
●本日は川田重信様をお迎えし、米国株式市場攻略法
についてお話を伺います。川田様、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。本日はどうぞ
宜しくお願い致します。 永井会長、矢野幹事、岩田、安
江、横田、松尾、小菅、成田、川原、十文字、有沢、和田、
水野、若原、立石、渡邉、亀井、田中、大附、河原、西川
（敬称略）
高山さん 今月は私の誕生月です。お祝いを有難うござ
います。
本日合計 ４９，０００円

バナー交換紹介
伊勢 RC へ訪問出席された小菅 誠さんより、バナー交
換のご紹介を頂きました。

◎原稿は割愛させていただきます。
第 930 回 例会 Ｎｏ．２２ 平成 26 年１２月４日（木） 晴
年次総会
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「君が代」「奉仕の理想」
■ 出席報告
会員４７名中２８名出席
■ 出席率
６３.６４％
出席計算人数４４名
■ 修正出席率 １１月２０日
９５.４５％
■ スピーカー
会長・幹事
■ ゲスト
和田さんゲスト 野村 浩様
入会予定者
小原 優様

会長挨拶

１２月の祝福
誕生日
１日
4日
5日
10 日
12 日
14 日

結婚記念日
川原さん

亀井克典さん
田島さん
磯部さん
安江英雄さん
佐藤正樹さん
大塚さんご夫人

15 日
17 日
21 日
26 日
31 日

若原さんご夫人
矢野雄嗣さん
堀江俊通さん
大塚嘉彦さん
高山 進さん
田中如以さん

１２月４日ニコＢＯＸ
安江さん 生をいただいて 82 年、ずっと私を見守ってる
人々がいた。こんなわたくしを投げ出さず、やさしく見守
るロータリーの人々がいる。感謝。
大塚さん 今年のインフルエンザに注意。
西川さん 岡山丸の内ロータリークラブとの友好クラブ調
印おめでとうございます。
●本日は年次総会です。次年度の役員理事の皆さんが
発表されます。宜しくお願い致します。 永井会長、矢野
幹事、若原、和田、後藤、小菅、松尾、磯部、渡邉、横田、
堀江、亀井、山﨑、有沢、水野、河原、十文字（敬称略）
田島さん 次年度岩田会長様、お手柔らかにお願いしま
す。
本日合計 ４９，０００円

石井克明氏、鈴木昭吉氏、山鳥正剛氏
・中部経済新聞新年挨拶掲載
・事務局賞与
・下半期会費請求
・中部名古屋みらい RC 合同例会内容（チャリティ）

ゲイリーC.K.ホァン ＲＩ会長メッセージ
（ROTARY JAPAN WEB より転載）
「家族でロータリーに参加しよう」
親愛なるロータリアンの皆さん、 ロータリーカレンダーを調
べると、組織として私たちがどこに優先事項を置いているのか
一目瞭然です。ロータリー年度は7月に始まり、8月は会員増強
に留意し、9 月に新世代を祝い、10 月は職業奉仕のための月、
などというように、ロータリーにとって重要な異なった話題に私
たちの注意を向けるのです。 これは、素晴らしいアイデアです。
慌ただしく過ぎ去っていくロータリー年度で見過ごしてしまうで
あろう課題について話し合うことを思い起こさせてくれるからで
す。しかし、親睦から私たちの財団に至るまで、ロータリーのカ
レンダーにある一つひとつが大切だということを誰もが知って
います。それらすべてがロータリーを形成し、私たちすべてを
ロータリアンにするパーツなのです。
家族全員ロータリアン
ロータリーでは、12月は家族月間。私のロータリアンとしての

米山奨学金
１２月分の米山奨学金を、永井会長から全培糊さんに贈
呈致しました。
年次総会
2015-16 年度の役員理事が発表され、出席者全員の賛
成により承認されました。
2015-16 年度役員理事構成
会長（役員）
岩田 宏
副会長（役員）
川原弘久
幹事（役員）
和田直美
会長エレクト（役員）
森田正樹
直前会長（役員）
永井克昌
S.A.A.（役員）
後藤 敞
会計（役員）
磯部 徹
副幹事（理事）
若原正幸
職業奉仕委員長（理事）
成田勝彦
社会奉仕委員長（理事）
亀井克典
国際奉仕委員長（理事）
横田茂樹
青少年奉仕委員長（理事）
山﨑彰子
親睦活動委員長（理事）
武山卓史

月日を振り返ると、ロータリーにおいて、いかに家族が大切な
のか、また私たちの家族にとっていかにロータリーが大切なも
のになり得るのかがわかります。 私の妻コリーナは、長年ロ
ータリーの配偶者として過ごし、ほんの数か月前にロータリー
への入会を決めました。3 人の子どもたちも、皆ロータリアンで
す。彼らは自らの時間の中で、自分に合ったクラブに入会しま
した。彼らはロータリーにそれぞれの関心を見つけました。彼
らが自らの道を見つけるのを見守ってきたので、ロータリー家
族の多くがロータリーの奉仕に関わっていることが、どれほど
素晴らしいことなのかに思いが至ります。
食卓が学びの場になる
ロータリーは私たちが共に良いことができる機会を与えてく
れます。私たちはいつも、夕食を囲みながら、ロータリーで関心
を持っていることについて話題にしています。私の家族は皆、
異なる奉仕活動を行い、異なるクラブに所属していますから、
席を共にする時は、世界のすべての地域のさまざまな人道的
ニーズの話題になります。新たに学ぶことが常にあります。
私たちの会話は、私たちの行動を通して人生で何が大切な
のかを子どもたちに教える最上の手段でもあります。彼らは世
界のいろいろな地域の生活がどのようなものかを知り、できる
時には他の人を支援する義務が自分たちにはあるということを

第６回理事会 議事録
平成２６年１２月４日（木）12：00～
名古屋クレストンホテル 例会場
出席者 永井、西川、岩田、長谷川、渡邉、後藤、小菅、
磯部、若原、藤田、松尾、和田
議題
１．入会承認の件 小原 優氏 … 承認
２．次年度役員理事構成案の件 … 承認
３．その他
… 承認
・入会申込書が提出されたら承認
古川 進氏、恵利有司氏、平野玄太郎氏

学ぶのです。わが家においてロータリーの奉仕以上の授業は
ないと思っています。
今のロータリー年度で、皆さんの多くが皆さんの家族にロー
タリー、そしてローターアクトやインターアクトへの入会を勧め
てくださることを望んでいます。ロータリーに家族を連れてくるこ
とは、「ロータリーに輝きを」もたらすだけではなく、皆さんの人
生そのものにも輝きをもたらすことにもなります。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎１２月２０日（土）第９３２回例会
「Xmas 家族会」 18：00～ 名古屋クレストンホテル
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

