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“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！”
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プログラム･クラブ会報広報委員長 大附香一

創 立

承 認

会 長

幹 事

1995 年 3 月 9 日

1995 年 3 月 28 日

永井 克昌
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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
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Mail rc.nagoya-marunouchi@waltz.ocn.ne.jp

HPhttp://www.nagoya-marunouchi-rc.org/

第 933 回 例会 Ｎｏ．２5 平成 27 年１月８日（木） 晴

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「君が代」「奉仕の理想」

■ 出席報告 会員５２名中３８名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ ゲスト

７９.１７％   出席計算人数４８名

１２月１１日   ９５.４５％

１２月２５日    休会

米山奨学生 全培糊さん

会長挨拶

１月の祝福
誕生日 結婚記念日

８日 古川さんご夫人 ８日 小原さん

１５日 高山さんご夫人 ２１日 石井克明さん

１８日
伊藤博明さん

安江さんご夫人
２６日

岡田さん

渡邉さん

２６日 大岩さん

ニコＢＯＸ
●本日は新年第一例会です。本年もどうぞ宜しくお願い

申し上げます。

永井会長、矢野幹事、藤田、河原、森田、亀井、和田、吉

田、立石、大附、有沢、長谷川、横田、松尾、渡邉、水野、

堀江、磯部、小菅、安江、若原、岩田、後藤、田中、山﨑

（敬称略）

川原さん 久しぶりに家族でクアラルンプールへ行ってき

ました。

田島さん 年末には、佐藤さん大附さん事業所内のレスト

ランで大変美味しいお食事を頂きました。ありがとうござ

いました。

本日合計 ６１，０００円

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎１月１５日（木）第９３４回例会  例会変更

「社会奉仕友愛例会 Make a Wish of Japan 支援」

◎１月２２日（木）第９３５回例会 「新会員卓話」

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

入会式

本日、５名の新会員をお迎えいたしました。

会員一同心より歓迎申し上げます。

恵利有司さん （紹介者：森田正樹、林 昌義）

古川 進さん   （ 〃 ）

石井克明さん   （ 〃 ）

平野玄太郎さん （紹介者：岩田 宏、若原正幸 ）

小原 優さん  （紹介者：和田直美、山﨑彰子）

皆様には会員宣誓書にご署名頂きました。

米山奨学金贈呈

米山奨学金１月分を、永井会長より全培糊さんにお渡し

致しました。



新入会員紹介（ABC 順）

氏名
恵利 有司

エリ ユウジ

紹介者 森田正樹、林 昌義

職業分類 印刷

生年月日 1971年11月1日

趣味

事業所 丸善印刷㈱ 代表取締役

454-0049

名古屋市中川区清川町3-1-64

TEL052-353-6355 FAX052-361-5160                   

氏名
古川 進

フルカワ ススム

紹介者 森田正樹、林 昌義

職業分類 ゴム製品加工販売

生年月日 1974年2月2日

趣味 ゴルフ

事業所 ストロングラバー工業㈱ 代表取締役

456-0053

名古屋市熱田区一番1-7-2

TEL052-681-0288 FAX052-682-7231                  

氏名
平野玄太郎

ヒラノ ゲンタロウ

紹介者 岩田 宏、若原正幸

職業分類 住宅建設

生年月日 1958年12月24日

趣味 釣り、ゴルフ、料理

事業所 大和ハウス工業㈱ 部長

460-0006 名古屋市中区葵1-21

TEL052-933-2705

                   

氏名
石井 克明

イシイ カツアキ

紹介者 森田正樹、林 昌義

職業分類 廃棄物処理業

生年月日 1975年10月19日

趣味

事業所 ㈲伸和 代表取締役

470-0162

愛知郡東郷町大字春樹字上川原4801-5

TEL0561-38-6350 FAX0561-38-6371                   

氏名
小原 優

オバラ ユタカ

紹介者 和田直美、山﨑彰子

職業分類 不動産売買業

生年月日 1974年8月13日

趣味 ゴルフ、お酒

事業所 アップウィッシュ㈱ 名古屋支社

専務取締役

454-0833 名古屋市中区栄2-1-12

ダイアパレス伏見 ３F

TEL052-229-1233FAX052-229-1244                   

※「理事会議事録」は次号に掲載させて頂きます。

クラブフォーラム

会長幹事より、ロータリー活動についての目標などにつ

いてお話いただきました。

ゲイリーC.K.ホァン ＲＩ会長メッセージ

（ROTARY JAPAN WEB より転載）

「ロータリーについて話そう」

親愛なるロータリアンの皆さん、今年度の初め、私はロ

ータリーデーを開催して「ロータリーに輝きを」与えるよう、

いたるところのロータリアンにお願いしました。どのよう

に実施するかは皆さま次第。丸一日かけても、2～3時間

でも構いません。クラブでも、地区でも、あるいは国中で

計画することも可能です。奉仕プロジェクトでもお祭りで

も、皆さんが望むものならどんなイベントでもよいのです。

地域社会に開かれ、ロータリー家族を受け入れ、楽しく

えあれば、それがロータリーデーなのです。

ロータリーを地域に知ってもらう

ロータリーデーの目的は、ロータリーを光で輝かせるこ

とです。ロータリーにおいて、私たちは長い間、自分たち

の素晴らしい活動を自慢するのは好ましくないと感じて

いました。黙って奉仕をして、その活動がおのずと語っ

てくれるのが最も良いと考えていたのです。しかし今日、

多くの地域社会では、自分たちの地域にロータリークラ

ブがあることすら知られていません。クラブがしっかりし

ていないとか、奉仕をあまりしていないからではありま

せん。彼らは十分なことをしています。しかし、もしロータ

リアンが自分たちの活動について語らなければ、人々

がその活動を知ることは決してないでしょう。

世界中で実施されるロータリーデー

私たちが「ロータリーに輝きを」与え、私たちが行ってい

ることを人々に知ってもらう時です。今年度の上半期、多

くのロータリアンが私のロータリーデーというチャレンジ

に、どのように取り組んでいるのかをわくわくしながら見

てきました。私は、フィリピン、韓国、中国、アメリカ、トル

コ、インド、台湾、スリランカ、バングラデシュを含むさま

ざまなところで、ロータリーデーに参加しました。同じも

のは一つもなく、どれも独自の方法で「ロータリーに輝き

を」与えるチャレンジに応えていました。

ロータリーとその奉仕を引き継いでいくために

皆さんの地域でロータリーデーを実施したら、私たちに

お知らせください。タイトルを「Rotary Day」として、実施し

たロータリーデーの詳細と写真をメールに添付して『THE 

ROTARIAN』（rotarian@rotary.org）までお送りください。今

後できるだけたくさんのロータリーデーを掲載するよう最

善を尽くすつもりです。

自分の地域でロータリーデーの計画していないのなら、

これから計画を立ててみてはいかがでしょうか。皆さん

のロータリーに対する愛情を自分の地域社会と分かち

合う素晴らしい手段です。ロータリーについて誰かに話

して、会員であることが自分の人生がいかに豊かなもの

にするのかを知らせる時、自分がクラブに勧誘された時

に与えられた贈り物を分かち合うことになるのです。そ

の贈り物を引き渡していくことで、ロータリーとその奉仕

が次の世代に確実に引き継いでいくための一助となる

のです。


