
第 952 回 例会 Ｎｏ．４４ 平成２７年６月４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５４名中２３名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ スピーカー

■ ビジター

４６.００％   出席計算人数５０名

５月２１日  ９６.００％

奥村文章さん

名古屋名駅 RC 天野元成さん

会長挨拶

６月の祝福
誕生日 結婚記念日

2 日 和田直美さん

5 日 西川さん、武山さん

6 日 吉田光一さん

７日 横田茂樹さん 古川さん、奥村さん

9 日 岩田さん

10 日 永井さん

16 日 水野裕善さん

17 日 小菅 誠さん

21 日 長谷川さん

ニコＢＯＸ
●本日は新会員卓話です。奥村文章さんよりお話を伺い

ます。奥村さん、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

永井会長、矢野幹事、十文字、松尾、岩田、有沢、西川、

後藤、若原、森田、渡邉、磯部、古川、吉田、小原、堀江、

成田、田中、水野（敬称略）

大附さん ５月すべて欠席してごめんなさい！今月はす

べて出席いたします

川原さん ジャカルタ出張のため２回休会しました。

武山さん 今日はFM三重で午後１時から７時まで生放送

をしていますのでお休みします。帰りにカーステレオでぜ

ひ、78.9 メガヘルツに合わせて聞いてみて下さい。

●今月は私の誕生月です。お祝いを有難うございます。

和田さん、小菅さん

本日合計 ５３，０００円

記念誌委員会よりお知らせ

顔写真撮影のご協力有難うございます。今月１８日の例

会まで撮影致しますのでよろしくお願いします。

例会前１１時４５分から、例会後１３時４５分まで。

新会員卓話

「自己紹介・事業紹介」

奥村文章

第１２回理事会 議事録

平成２７年６月４日（木）12：00～  例会場

出席者 永井、西川、長谷川、岩田、磯部、若原、松尾、

渡邉、後藤、小菅、矢野、和田

議題

１．ネパール大地震義援金の件

２．次年度予算案承認の件

３．その他

   次年度上半期会費請求書配布

   地区より社会奉仕委員会活動表彰報告

   事務局賞与

第 951 回 例会 Ｎｏ．４３ 平成２７年５月２８日（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５４名中２３名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ スピーカー

４６.００％   出席計算人数５０名

５月１４日  ９６.００％

矢野雄嗣さん

会長挨拶

     

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  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

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/



５月２８日ニコＢＯＸ
●本日は矢野雄嗣さんより、ベトナムでの事業について

お話を伺います。矢野さん、どうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。

永井会長、岩田、若原、成田、和田、河原、田島、有沢、

長谷川、松尾、安江、恵利、高山、水野、磯部、山﨑、

奥村（敬称略）

矢野さん 本日は予定の卓話者が都合が悪くなられたの

で、急遽お話をすることになりました。

本日合計 ３６，０００円

会員卓話

「ベトナム事業について」

矢野雄嗣

ゲイリーC.K.ホァン ＲＩ会長メッセージ

（ROTARY JAPAN WEB より転載）

「偉大な輝き」

親愛なるロータリアンの皆さん、私が皆さんの会長を

務める年度が始まるに当たって、何にもまして私たち皆

で、「ロータリーに輝きを」与えたいと思いました。自分た

ちがロータリーの中でどれだけ多くの素晴らしい友情と

経験を見つけたのか、そしてロータリーがどのようにし

て私たちの人生を変え、豊かにしてくれたのかを、世界

の人たちと分かち合いたいと思いました。ロータリーに

ついて誰かに話すことで、会員を増やし、クラブを強くし、

困っている人たちに手を差し伸べる能力を高めることが

できるということを私は知っていました。

「ロータリーに輝きを」の実践に感謝

2014－15 年度が終わるに当たり、皆さんが私の思い

に応えてくださったことを私は光栄に思います。そして、

皆さんがこの課題にうまく対処してくださったことにこれ

からも感謝し続けることでしょう。皆さんは、それぞれの

地域で数々のロータリーデーを成功させ、ロータリー財

団にこれまでにまさる貢献をし、新会員や新クラブをもた

らすことでロータリーのあらゆる面を推進し、「ロータリー

に輝きを」という私の呼びかけに応えてくださいました。

私が国際ロータリー（ＲＩ）会長を務める年度のテーマ

を選んでいた際、「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」という孔子の言葉にひらめきを感じ

ました。

今年度は、120 万人のロータリアンとともに、インター

アクター、ローターアクター、ロータリー青少年交換学生、

ロータリー平和フェローが、何万という地域社会で自らの

ろうそくをともしてきました。私たちがともしてきた明かり

は、この世の中すべてが見えるように照らす偉大な輝き

となりました。

私にＲＩ会長として務める機会を与えていただいたこと

とともに、ボランティアリーダーやスタッフの懸命な活動

と献身に対し、すべての皆さんに感謝申し上げます。私

は高い期待を持って彼らのもとへ行き、そして彼らはそ

の期待に応えてくださいました。

思い出いっぱいのロータリーデー

私はまた、今年度たくさんの友人ができたこと、そして

数々の場所を訪れ、素晴らしい経験ができたことを感謝

しています。ローズパレードでロータリーフロートに乗っ

たこと、エバンストンにあるＲＩ本部が一般公開された日

に開催されたロータリーデーで、和太鼓の演奏を喜ぶ子

どもたちを見たこと、スリランカのポリオ撲滅を祝う Ride 

to Light Up Rotary のイベントで夜のコロンボを自転車で

走ったことなど、いつまでも忘れないでしょう。

今年度、私はロータリーに新しいエネルギーを見まし

た。そして新しい興奮を感じました。また、私の妻のコリ

ーナや 3 人の子どもたちと同様、多くの女性や若い人た

ちがロータリーに入会するのも目にしました。

次年度、皆さんが引き続き「ロータリーに輝きを」与え、

「世界へのプレゼントになろう」と支援を続けていかれる

ことを期待しています。

ハイライトよねやま 183号①

（米山記念奨学会ニュース WEB より抜粋）

●寄付金速報

5 月までの寄付金累計は前年同期と比べ 5.3％増、約

6,500 万円の増加です。普通寄付金が 1.9％増、特別寄

付金が 6.9％増となりました。5 月単月では前年度に比

べ4 カ月ぶりのマイナスですが、累計額では2009 年度

以降、最高額を維持しています。

2014-15 年度も残り半月となりました。普通寄付金を上

期・下期分ともにまだご送金いただいていないクラブが

64 クラブ（6 月 8 日現在）あります。今年度の寄付実績

は 6 月 30 日（火）までに当会の銀行口座に入金記帳さ

れた分までとなります。普通寄付金・特別寄付金のご送

金は、日程に余裕を持ってお送りくださいますよう、ご協

力をお願いいたします。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎６月１１日（木）第９５３回例会 「外部卓話」

  ガロ㈱代表取締役 久保田真広 様

◎６月１８日（木）第９５４回例会 「退任挨拶」

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


