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例会場：ホテルプラザ勝川

例会日：金曜日 12:30-13:30

本日のプログラム
司会

会場委員会
川瀬 治通君

・点 鐘
・国歌
「君が代」
・ROTARY SONG 「われらの生業」
・ビジター紹介
川瀬 治通君
JR 春日井駅南東地区市街地再開発組合

事務局長 諸戸 健司様
野村不動産株式会社
名古屋支店 住宅事業部 再開発担当

次長
・東京海上日動愛知北支店 次長
・食事・歓談
・委員会報告
・会長挨拶
・卓話
・幹事報告
・点 鐘

朝比奈 孝誠様
長曽 篤志様

川瀬 治通君
古屋 義夫君
川瀬 治通君

先週の記録
会長挨拶
会長 川瀬 治通君
「今こそ友情を！」
個人的なことで申し訳ありませんが、小生の祖父
（森 泰樹）は豊橋ロータリークラブのチャータ
ーメンバーで、1977 年から 78 年にガバナーを務
めました。私が会長を務める年度のガバナーのク
ラブが豊橋ロータリークラブであるということに、
何か縁を感じています。会長を務めるにあたり、
地区ホームページのアーカイブで、祖父がガバナ
ーを務めた年度の「ガバナー月信」を読んでみま
した。その年度のガバナー・テーマは「今こそ友
情を！」でした。そこには「
『友情』こそロータリ
ーの原点であるとの思いを新たにして、そこから
すべてのロータリー活動を始めていきたい。もう

２０１８年９月７日（金）２３７９回（９月第１例会）
一度隣の人、横の人の手をしっかりと握りあうこ
とから始めようではありませんか」と書かれてい
ました。私も、ロータリーは親睦も奉仕も人と人
との心の結びつきから始まると考えていましたの
で、このメッセージは心に響きました。クラブの
ロータリアン一人一人の心と心が結ばれれば、ロ
ータリーと地域の人々の心が結ばれ、さらには全
国の人々そして全世界の人々とも心が固く結ばれ
ることと思います。今日初めて犬山ロータリーク
ラブの皆さんと一緒に例会を開催しました。良い
機会です。お互いに名刺を交換し、お話をして、
友情を深めようではありませんか。
幹事所感
幹事 古屋 義夫君
ガバナー公式訪問の卓話のメインテーマは Rl
(2018-19)会長のバリーラシン氏のテーマ
BE
THE INSPIRATION
についてだったと思います。
抽象的な表現の英語は日本人にとってかなり難解
な解釈になると思います。私自身の勝手な解釈で
は ロータリアンは自ら発信源となり行動する人
になろう と云う意味で捉えています。解釈には
正解とか不正解はありませんので自由にイマジネ
ーションされれば良いと思いますが皆さんはどの
ように感じられたのでしょうか？
◎例会変更のお知らせ
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南 9 月 18 日（火）12：30〜
会場都合の為 竜美丘会館

旭 ９月 21 日（金）→9 月 22 日（土）
月見例会の為

◎例会休会のおしらせ
愛知長久手ＲＣ
９月１８日（火）
岩倉ＲＣ
９月１８日（火）

基本的教育と識学率向上月間／ロータリーの友月間
９月２１日（金）
９月２８日（金）
例 ９月１４日（金）
職場例会
祝福
会
予 中部トラック総合センター
休会（定款８−１） 卓話 愛知淑徳大学 楊衛平様
１０：４５集合
定

休会
休会

１０月５日（金）
第４回理事会 １１：３０〜
卓話 友松英樹君・内藤 修久君

名古屋城北ＲＣ
江南ＲＣ
出席報告
会員 53 名
先々週の修正出席

９月１８日（火）
９月２０日（木）
委員長
欠席 17 名
欠席 3 名

休会
休会

小柳出 和文君
出席率 67.9%
出席率 94.3%

ニコボックス報告
委員長 藤川 誠二君
○村井ガバナーをお迎えする喜びで
川瀬 治通君
○村井ガバナー、佐々木地区幹事いらっしゃいませ
加藤久仁明君
○村井ガバナー、犬山ロータリーメンバーをお迎
えする喜びで
宅間 秀順君
○大府市に建設する２施設の入札が無事終り、気
分爽快で例会に出席しています。合わせてガバナ
ーをお迎えして。
小川
長君
○ガバナーをお迎えして。
青山 博徳君
足立 治夫君 稲垣 勝彦君
梅村
守君
大橋 省吾君 大原 泰昭君
岡本 博貴君
小柳出和文君 加藤
茂君
加藤 宗生君
北
健司君 貴田 永克君
近藤 太門君
清水 勲君
下田 育雄君
杤本 正樹君
内藤 修久君 成瀬 浩康君
西尾 隆吏君
野浪 正毅君 場々大刀雄君
早川 八郎君
速水 敬志君 古屋 義夫君
松尾 隆徳君
三上
務君 屋嘉比良夫君
山田 治君
○ご協力ありがとうございます。
ニコボックス委員会一同
卓話
第 2760 地区ガバナー 村井總一郎君
２０１８−１９ＲＩ第２７６０地区活動方針
「あなたの街でロータリーを！あなたの街からロ
ータリーを！」〜ロータリーの奉仕の理念を学び
奉仕の実践をしよう〜・奉仕の理念を学ぶのは例
会場である・多くの会員と知り合いになろう・本
来の親睦は知り合いづくりである・例会の運営を
工夫しよう・他クラブの例会運営も体験しましょ
う。
・奉仕の理念を学ぶ機会として、他クラブの例
会に出席しましょう・まず身近なところで奉仕と
は何かを学び、身近なところ（街）でロータリー
の実践活動を行いましょう。
・それぞれの会員やク
ラブの交流が、刺激となり、鼓舞し合い、前進す
る活力になりましょう。
＜工夫した例会について＞
笑いあるが私語の無い楽しい例会をしましょう・
入会式は心に残るセレモニーにしましょう・会員
のショートスピーチで和やかにしましょう・たま
にはロータリーソングの２番・３番の歌詞も歌っ
てみて下さい。
・ガバナー月信を読みましょう・地
区のＨＰにクラブの奉仕活動を１つ以上載せまし

ょう・ＭｙＲＯＴＡＲＹの登録率を上げましょ
う・ロータリー賞に挑戦しましょう・国際大会（ハ
ンブルグ）に行きましょう・ＷＦＦ・地区大会に
参加しましょう。
歓迎挨拶
犬山ロータリークラブ会長
日比野万喜男君
皆さん こんにちは。本日は、犬山 RC・春日井
RC２クラブ合同のガバナー公式訪問です。村井ガ
バナーと佐々木地区幹事におかれましては、よう
こそ、この尾張の地においで下さいました。あり
がとうございます。心より歓迎致します。また、
先程は、懇談会でのご指導ありがとうございまし
た。お礼申し上げます。さて、この尾張北部の地
は、木曽川や庄内川などの豊かな水源が運ぶ恵み
により、肥沃な土地に恵まれ、交通の要所であっ
たり、農産物の物流などで古くから栄えてきまし
た。そういった地にあります犬山 RC の所在地域、
いわゆるテリトリーは、犬山市・丹羽郡扶桑町で
す。国宝犬山城や犬山祭りでにぎわう西部の市街
地や、広大な農地、東部には、自然豊かな丘陵地
が広がる街として発展してきました。そして、春
日井 RC のテリトリーはおおむね春日井市を中心
とした地域です。西部に市街地、東部に高蔵寺ニ
ュータウンが存在する名古屋のベッドタウンの街
として、発展してきました。 又、この土地の人
の気質は、堅実ではあるものの、他人と群れたが
らない人が多いとよく言われています。そういう
中、私共、犬山 RC と春日井 RC は、この自分達
の街で「世のため、人のため」に団体で、奉仕活
動を行っています。また、テリトリーとは関係な
く個人でも奉仕活動を行っています。
その活動は、
地域社会のさまざまなコミュニケーションを活性
化することに他なりません。そして、地域の人々
と共に平和な暮らしを目指しています。今年度の
ガバナー方針は、「あなたの街でロータリーを！
あなたの街からロータリーを！」〜ロータリーの
奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう〜であり
ます。すでにこのガバナー方針の主旨は、両クラ
ブとも、地区研修・協議会の報告、ガバナー補佐
訪問において、会員の皆様には、お伝えしており
ますが、改めて、ガバナー自ら、詳しくご説明し
ていただければと思います。そして、自分達の街
での奉仕活動をどのようにしたらよいか、私たち
は学びたいと思っています。本日は、どうかよろ
しくお願い致します。

ガバナー公式訪問懇談会

犬山ＲＣ 日比野 万喜男会長 歓迎挨拶

犬山ＲＣ 日比野 万喜男会長による点鐘

犬山ＲＣとバナー交換

川瀬会長によるビジター紹介

幹事報告 古屋 義夫君

会長挨拶 川瀬 治通君

川瀬会長による点鐘

卓話 第 2760 地区ガバナー 村井 總一郎君

第 2760 地区ガバナー退場

御礼の言葉 犬山ＲＣ会長 日比野 万喜男君

合同例会記念撮影

