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本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「日も風も星も」

・今月の歌 「みかんの花咲く丘」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・夜間例会

・祝 福

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

みかんの花咲く丘

みかんの花が 咲いている

思い出の道 丘の道

はるかに見える 青い海

お舟が遠く かすんでる

今月の祝福

会員誕生日

5 日 伊藤 純君 22 日 林 徹君

29 日 蓮野 美廣君

夫人誕生日

4 日 加藤 茂君・純子さん

4 日 亀谷 鉦一君・貞子さん

8 日 菅原 幹夫君・睦子さん

15日 磯野 俊雄君・弘子さん

18日 梅田 英夫君・里子さん

24日 長谷川英輝君・亜紀さん

28日 中川 健君・加代子さん

29日 塚本 兼光君・妙子さん

２０１２年９月２８日（金）第２１０９回（９月第４例会）

結婚記念日

21 日 名畑 豊君 24 日 長谷川英輝君

30 日 加藤久仁明君

アテンダンス表彰

32 ヶ年 大橋 完一君

3 ヶ年 和田 了司君

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

９月２１日（金）は３クラブ合同例会に千田毅

ガバナー、栁澤幸輝地区幹事をお招きして開催で
きますことをうれしく思います。

本年度のガバナー方針は、１、会員増強 ２、

東日本大震災、被害高校生支援 ３、地区内交流

の活性化 ４、オンツーリスボン の四つです。

私たち、３クラブは ２項目は完了しました。

３項目は現在進行中です。１項目に関しては、各

ロータリーは独自に活動をしています。名古屋城

北ロータリー、春日井ロータリーは会員増強に最

も力を入れています。４項目は 各ロータリーも

世界会議参加の募集活動を行なっています。

春日井ロータリーはまず、春日井ロータリーが

誇れる事業をすることが大切であると考えていま

す。そのためには、奉仕の精神をもっとアピール

すること、つまりロータリーの原点となります。

人の最後の欲望は奉仕です。社会に貢献すること

です。

春日井ロータリーは本年度の活動として、１、

サボテンの鉢植え ２、フィリピンセブ島の小学

校への水洗トイレの寄贈 ３、フィリピンセブ島

の中学校生徒への奨学金の支給（あしながおじさ

んプログラム）を計画しました。これらの活動を



通じて、春日井ロータリーの認識度を高めること

によって、春日井ロータリーの会員増強を図って

います。

本日は、千田ガバナーに失礼とは思いましたが、

地区活動のスリム化をお願いいたしました。千田

ガバナーは、現在計画中とのお言葉をいただきま

した。これからもご指導をよろしくお願いします。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

◎例会変更

名古屋丸の内 １０月１１日 (木) １０月１１日（木）

ＲＣ 職場例会の為 未定

瀬 戸 北 １０月９日 (火) １０月９日（火）

ＲＣ
職場例会の為あいち産業科学総合センタ

ー

羽 島 １０月９日 (火) １０月９日（火）１2：0０

ＲＣ 職場例会の為 自衛隊

岡 崎 南 １０月９日 (火) １０月９日（火）１８：３０

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為 岡崎ニューグランドホテル

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５１名 欠席 16 名 出席率68.6%

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率94%

◎ビジター紹介 会長 名畑 豊君

○ガバナー 千田 毅君

○地区幹事 柳澤 幸輝君

○瀬戸ＲＣ 渡辺愛一郎君

○尾張旭ＲＣ 中澤 昌容君

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○御祝儀として。

ガバナー 千田 毅君

○２７６０地区 千田ガバナーをお迎えして。

足立 治夫君 磯野 俊雄君 伊藤 純君

大橋 完一君 太田 弘道君 大畑 一久君

加藤 茂君 風岡 保広君 加藤 宗生君

貴田 永克君 北 健治君 小島 啓冶君

近藤 太門君 志水ひろみ君 清水 勲君

社本 太郎君 杉山 孝明君 高橋 理恵君

宅間 秀順君 塚元 兼光君 峠 テル子君

中島 宗幸君 名畑 豊君 成瀬 浩康君

新美 治男君 長谷川英輝君 林 鑛三君

蓮野 美廣君 松尾 隆徳君 森田 誠君

屋嘉比良夫君 和田 了司君

卓話 ガバナー 千田 毅君

まずもって、本日皆様の前でガバナー講話をさせ

ていただける事に貴クラブ及び国際ロータリーに

感謝申し上げます。本年２月にアメリカサンディ

エゴにて国際協議会に出席してまいりました。そ

の状況をＤＶＤにまとめてまいりましたのでしば

らくご覧ください。

ガバナーの責務の一つはＲＩ会長のテーマと運営

方針を忠実に皆様にお伝えすることであります。

本年度ＲＩ会長は日本人として３人目になる田中

作次さんであります。彼は東北の貧しい村で貧し

い家庭の８人兄弟の４番目として生まれて、幼い

ころには母親と月一度、２０キロ離れた市場に野

菜を売りに行っていたそうです。それが彼にとっ

ては唯一の楽しみであり、外界と触れる唯一の機

会だったとお話になりました。そんな生い立ちか

らいつかは世界のいろいろなところに行ってみた

い、そして大勢の人と語り合いたい、それが田中

少年の夢だったそうです。

さて、本年度ＲＩテーマは “Peace Through

Service”「奉仕を通じて平和を」であります。会

長の言う平和とは、戦争と対局にある平和ではな

く、あなたの心の中にある平和であります。

次にＲＩ会長強調事項についてであります。会長

は「ロータリー・クラブと地区による平和活動」

として、５つ挙げられておりますが、ここでは、

１．クラブや地区の平和フォーラムを開催する。

２．地域平和フォーラムを開催する。にしぼって

お話します。１．について、各クラブで行ってい

ただきたい、また地区については、各分区のＩＭ

や、地区大会などにおいて平和についてのフォー

ラムを開いていただきたい。次に、２．について

は、明年５月に広島で開催される「平和はあなた

から始まる」への賛同と協力をお願いしたい。

次に地区スローガン及び重点項目についてお話い

たします。

地区スローガンは“Touch the Rotary” ～ふれあ

い、思いやり、そして握手～であります。どうか

皆様、ロータリーに、クラブに愛着を持っていた

だきたい、そして友人、知人、家族に思いやりを

もって、接して下さい。重点項目として次の４項

目を挙げました。１．会員増強 これ、なくして

はロータリー組織の維持、発展にはなりません、

会員一人一人が何としても今一度、会員増強に対

しご努力をお願いしたい。２．東日本大震災 被

災高校生支援 皆様方は既にいろいろな形で支援

活動されてきたと思いますが、ぜひこのプロジェ

クトに賛同、参加していただきたい。３．地区内

交流の活性化 この２７６０地区は８分区８２ク

ラブあります。それぞれに特色があり、地域によ

ってもいろいろなクラブがあります。この機会に、

普段メーキャップに訪れることもない、クラブに

行ってみて下さい。きっと新しい発見と新しい出

会いが生まれると思います。４．オンツーリスボ

ン本年度の世界大会は、田中作次ＲＩ会長のもと、

来年６月２２日よりポルトガルの首都リスボンで



開催されます。当２７６０地区では、リスボンで

６月２２日にガバナーナイト開催する予定をして

おります。ぜひとも、みなさんのご参加をお待ち

しております。

最後になりましたが、今後皆様のクラブがますま

す発展し、皆様のご健康とご多幸を祈念いたしま

して、本日のガバナー講話を終わらせていただき

ます。

歓迎挨拶

名古屋空港ＲＣ会長 串田 正克君

本日は、第２７６０地区ガバナーの千田毅様を

お迎えしてのガバナー公式訪問例会でございます。

ガバナー千田毅様、地区幹事柳沢幸輝様、ようこ

そお越し頂きました。本日は、春日井ロータリー

クラブ及び名古屋城北ロータリークラブ、並びに、

私の所属する名古屋空港ロータリークラブの３ク

ラブ総勢８６名にてお迎えすることができました。

誠に感激の至りでありまして、心より歓迎申し上

げる次第でございます。

さて、明日は秋分の日です。昼と夜の長さが同じ

ということですが、国民の祝日に関する法律によ

れば、祖先をうやまい、亡くなった人々を偲ぶ日

とされてます。明日はお墓参りをしなければいけ

ませんが、今日は、折角、千田ガバナーをお迎え

しての記念すべき例会ですので、もう少しロマン

のある話をして歓迎したいと思います。

皆さんもお気づきのことと思いますが、千田ガバ

ナーは歌人でいらっしゃるようで、ガバナー月信

には冒頭に必ず小倉百人一首から一首を引用して

挨拶をされてます。このような歌心のあるガバナ

ーですから、私もやはり、何か歌でもって歓迎の

意を表したいと思います。そこで、ちょうど今月

の３０日に中秋の名月を迎えますので、中秋の名

月と言えば、読み人知らずのこの歌で。

月々に月見る月は多けれど 月見る月はこの月の

月聞くところによれば、満月には願い事を叶えて

くれたり物事を成就させてくれる不思議なパワー

があるそうです。そこで今月の３０日、私は月に

向かって願い事を念じてみたいと思います。その

内容は、勿論、千田ガバナーを始めここにお集ま

りの皆様方のご健勝とご多幸と、また、ＲＩテー

マであります世界平和の実現と、更には、３ＲＣ

の益々の発展であります。

幸い、今年度がスタートして、まだ３ケ月足らず

です。今日のガバナーの貴重なお話と、更にはお

月さまの不思議な力をお借りすれば、必ずやこの

１年は感動に満ち溢れたものになると思います。

とにかく、田中作治ＲＩ会長と千田ガバナーには、

ロータリー活動を通じて大きなプレゼントができ

ますように祈念しまして、本日の歓迎の挨拶とさ

せて頂きます。ありがとうございました。

お礼の言葉

名古屋城北ＲＣ 会長 穂積良治君

皆さんこんにちは、名古屋城北ロータリークラブ

会長の穂積良治です。本日は春日井、名古屋空港、

名古屋城北 RC 合同の例会に千田 毅ガバナー並

びに柳沢幸輝地区幹事にお越しいただきまして誠

にありがとうございました。

例会に先立ちまして３クラブから本年度の方針と

課題について説明させていただきました。そして

千田ガバナーからはそれぞれに質問と適切なご指

導を頂きましたことにお礼申し上げます。また例

会での卓話では田中作次 RI 会長のテーマやガバ

ナー方針をわかりやすく、ゆっくりとした口調で

説明され説得力のあるお話でした。私は千田ガバ

ナーのお人柄がにじみ出た卓話で感銘を受けまし

た。最後になりましたが、千田ガバナーの益々の

ご活躍を祈念しましてお礼の言葉にかえさせてい

ただきます。

（ガバナー懇談会）

(会長挨拶 名畑 豊君)

（歓迎挨拶 串田 正克君）



（春日井ＲＣ 幹事報告）

（名古屋空港ＲＣ 幹事報告）

(名古屋城北ＲＣ 幹事報告）

(卓話 千田 毅ガバナー)

（お礼の言葉 穂積 良治君）

（例会お弁当）


