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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「我らの生業」

・今月の歌 「我は海の子」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 志水ひろみ君 北 健司君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

われは海の子

我は海の子 白波の

さわぐいそべの 松原に

煙たなびく とまやこそ

我がなつかしき 住家なれ

今月の祝福

会員誕生日

1日 近藤 太門君 3 日 加藤 茂君

11日 岡田 義邦君 13日 北 健司君

21日 山田 治君 31日 志水ひろみ君

夫人誕生日

8 日 宅間 秀順君・裕美子さん

15 日 山口 由起君・澄江さん

16 日 中島 宗幸君・晴美さん

24 日 近藤 太門君・八重子さん

25 日 場々大刀雄君・みづえさん

26 日 早川 八郎君・和代さん

30 日 岡田 義邦君・孝子さん

２０１1 年７月１５日（金）第２０５４回（７月第 3 例会）

アテンダンス表彰

26 ヶ年 小島 啓冶君

13 ヶ年 名畑 豊君

12 ヶ年 志水ひろみ君

11 ヶ年 北 健司君

1 ヶ年 伊藤 一裕君 高橋 理江君

〃 宅間 秀順君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

皆さんも御存知のように、ロータリーでは、月

ごとにテーマが決められております。例えば８月

は会員増強および拡大月間、９月は、新世代のた

めの月間というようにロータリーー・カレンダー

が組まれているわけですが、この７月だけはは具

体的なテーマーは決められておりません。しかし、

７月はクラブ奉仕月間として、活用しなさいとい

う指示がでております。

ロータリーでは、今まで四大奉仕ということで、

社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕・クラブ奉仕の４

つをいっておりましたが、今はこれに新世代奉仕

を加えてロータリーの五大奉仕と言われておりま

す。

７月は、この五大奉仕のなかの１つであります

クラブ奉仕を考えなさいよということでございま

す。解りやすく言いますと、クラブ奉仕＝クラブ

サービスということで、クラブに取りましてため

になる考えであり、行為でございます。

では、何をすればクラブのためになる行為かと

いいますと、まず例会に出なさい、それから、ク

ラブの行事・委員会行事に協力し参加することが

クラブ奉仕でございます。また、今年のメーンテ

ーマでもあります会員増強で、新会員を推薦し会



員数を増やすことも、立派なクラブ奉仕でござい

ます。

私自身まだまだ勉強不足で、解らないことが沢

山ありますが、これからも皆さんと共に勉強しな

がら、少しでもロータリーの核心に近づきたいと

思います。

幹事報告 幹事 北 健司君

① 第 1 回地区国際奉仕委員長会議開催案内

日時：2011 年 7 月 22日

場所：名鉄グランドホテル

出席予定者：峠テル子国際奉仕委員長

② 地区新世代サミット開催案内

日時：2011年 9 月 3日

場所：キャッスルプラザホテル

出席予定者：和田了司新世代委員長

③ 東尾張分区 11RC会長幹事会

日時：2011 年 8 月 10日

出席予定者：会長、幹事、事務局

◎例会変更

瀬 戸 北 ７月 2６日 (火) ７月２８日（木）

ＲＣ 夜間例会の為 品野台ＣＣ

瀬 戸 ７月２７日 (水) ７月２３日（土）１２：００

ＲＣ 親睦例会の為 紫翠閣

名古屋丸の内 ７月２８日 (木) ７月２８日（木）１８：3０

ＲＣ 夜間例会の為 名古屋クレストンホテル

名古屋名北 ７月２７日 (水) ７月２７日（水）

ＲＣ IＤＭのためアパホテル名古屋

尾 張 旭 ７月 2２日 (金) ７月２３日（土）１８：００～

ＲＣ 夜間例会の為 雅味

名古屋空港 ７月２５日 (月) ７月２５日（月）１８：００

ＲＣ 創立記念例会の為キャッスルプラザ

岩 倉 ７月２６日 (火) ７月２４日（日）６：００～

ＲＣ 早朝座禅例会の為 向陽寺

名古屋城北 ７月 2６日 (火) ７月２６日（火）１８：００～

ＲＣ 夜間例会の為 栄東急イン

羽 島 ７月 2６日 (火) ７月２４日（日）７：００～

ＲＣ 早朝例会の為フォロ・ロマーノ

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 12 名 出席率86.7%

先々週の修正出席 ― ―

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○委員長さんよろしくお願いします。

風岡 保広君

○先日、ニコ賞をいただきました。加藤 茂君

○プログラム委員でお世話になります。

近藤 太門君

○風岡さん 身体に気をつけ頑張ってください。

松尾 隆徳君

○いつもニコボックスをご利用ありがとうござい

ます。 中川 健君

○クラブフォーラムを聞く喜びで。山田 治君

足立 治夫君 浅井 瀧治君 場々大刀雄君

蓮野 美廣君 林 鑛三君 林 憲正君

林 徹君 磯野 俊雄君 加知 康之君

加藤久仁明君 貴田 永克君 小島 啓冶君

名畑 豊君 成瀬 浩康君 野浪 正毅君

太田 弘道君 岡田 義邦君 志水ひろみ君

清水 勲君 社本 太郎君 高橋 理江君

宅間 秀順君 峠 テル子君 塚本 兼光君

梅田 英夫君 和田 了司君 屋嘉比良夫君

（会長挨拶 風岡 保広君）

（副会長挨拶 清水 勲君）

（決算報告 加藤久仁明君）


