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＜本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ＞Ｔｏｄａｙ’ｓＰｒｏｇｒａｍ 演題　： 5大奉仕委員会所信表明

点鐘 講師　： 5大奉仕委員会　委員長
＜ロータリーソング＞ 「我らの生業」

＜ロータリーソング＞ 「君が代」「奉仕の理想」 総合司会 宮下智香子クラブ奉仕委員長
ハンバーグ

サラダ

＜出席報告＞
 会員総数　 　２０名　　　　  

出席者　　　　1５名  出席率 ７５．００% 　　　前々回補正出席率　９５．２４%  

＜来訪者＞

＜会長挨拶＞ 愛知長久手ロータリークラブ
  皆さんこんにちは。本日より、2013年～14年度の始まりとなります。

  「黙祷」　　　　お直り下さい。ご着席をお願いいたします。 

ごあいさつの前に悲しいお知らせがあります。本年度幹事をお願いする予
定でした松原正敏さんの姿を今日この場で見かける事が出来ません。松原
正敏さんは先週6月27日に48才の若さにもかかわらず、小学生も含まれる
御家族を残されて旅立たれました。とても、残念でなりません。私は彼と、今
日この日を迎えるにあたり、昨年の7月から今年度の愛知長久手ロータリー
クラブの年間計画について、一緒に夢を語り合いながら計画をつくってまい
りました。クラブ会員の皆さんも、一人一人それぞれに松原さんに対する

想いはいっぱいあると思います。彼は私ども、愛知長久手ロータリークラブに対して、一生懸命、事細かく、
その時、その場所で良く気が付き、身を粉にして、努めていただいた松原正敏さんの姿を思い出されます。
松原さんこそ、「真のロータリアン」ではなかったのではないでしょうか。彼の日々のロータリー活動を振り返っ
て見ると「超我の奉仕」そのものであったと思います。余りにも身近にいてわからなかつた事を今更ながら悔
やんでも悔やみ切れません。ここで、皆様と共に、黙祷をして松原正敏さんのご冥福をお祈りしたいと思いま
す。ご起立をお願い致します。

改めて会長就任の挨拶をさせて、いただきます。昨年度は安田会長、小谷幹事、本当にごくろうさまでした。
安田年度では、20周年にむけて「勇気を持って変化に挑戦する」と言うテーマで一年間、さまざまな事に取り
組まれて、内容も濃く、数多くの実績を残され、感謝を申しあげます。 4RC合同ガバナー公式訪問のホストク
ラブ会長を無事務められたのを始め、念願のクラブの例会場として、このような立派なトヨタ博物館に定着し
て頂き、又、クラブの事務所も定まり、落ち着いたクラブ活動が出来るような環境を整えていただきありがとう
ございました。その他、三河安城RCとの地区内クラブ交流や例会での「四つのテスト」の唱和、ホームページ
の開設、伝助による出席状況の把握等、クラブにとっても、とても有意義な年度になりました。
今年度は、私達、愛知長久手ロータリークラブを先輩方が築いていただいた11年という歴史を振り返り今一
度、20周年にむけて、「愛知長久手ロータリークラブとして本来あるべき姿とは」「ロータリアンとしての本来あ
るべき義務と権利」について、など私達クラブのロータリアン各自がひとり、ひとりがロータリーを知り、又学
び、理解し、実行する。私達クラブのロータリアン各自がひとり、ひとりがロータリーを知り、又学び、理解し、
実行する。皆さんと共に、ロータリーを楽しむ時間と場所作り上げていきたいと思い、幹事と共に今年度の計
画をつくりましたので、よろしくお願いいたします。
最後にお願いがあります。 クラブ事務局では、今年度は3つの事務局を受け持つ事になりました。1、愛知長
久手事務局2.ガバナー補佐事務局　、（はじめての事務局の担当でわからない事が多い）3.地区国際奉仕
委員会事務局の3つです。これに対してはクラブ会員の皆さんのご協力が不可欠です。クラブ運営について
は自分達で出来る事は、自分達でする。その事により、ロータリーを知り、学び、実行、理解が深まると思い
ます。是非とも、よろしくお願い致します。

愛知長久手ロータリークラブ

ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を
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＜会長幹事交代式＞

＜委員会報告＞
　　　　◆ニコボックス委員会

・ 山田 文明

・ 伊藤 広治

・ 松原様心よりご冥福をお祈り申し上げます。 赤塚 一三
・ 大島 昭夫

・ 山田文明さん頑張ってね。１年間！ 佐藤 文昭
・ 白石政二郎

・ 田中 信子

・ 中川 清子

・ 丹羽 司一

・ 林 　 正俊

・ 日野 典子

・ 本年度よろしくお願いします。 宮下智香子
・ 本日から山田さんご苦労様です。本日も宜しくお願いします。 安田 茂樹
・ 吉田 濵一

・ 本日も宜しくお願い致します。 小谷 恒夫
　　　　　　“　　　喪に服し　　　和して同ぜず　　　悲哀かな　　　”

（敬称略）

＜幹事報告＞ 日野 典子副幹事
１） 上半期会費納入について
2） 配布物  ・・・①2013～2014年度　クラブ計画書

　　　　　 　 　②ガバナー月信　7月号
３） 例会終了後　役員・理事会
４） 俳句大会のお知らせ・・・詳細は事務局まで

　　　・大会開催日時 平成２５年１１月３日（日）１３時～１７時（予定）
　 ・大会開催場所愛知県産業労働センター「ウインクあいち」１２Ｆ　1201会議室

5） 名古屋アイリスロータリークラブがＲＩに加盟のお知らせ
 　　　・2013年 7月３１日（水）  認証状伝達式  ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋 

 　  　・2013年 10月３0日（水）  チャーターナイト  ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋 
例会場 ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋
会　長 八神　基

幹　事 荒山　久美

松原さんのご冥福をお祈りします。山田会長の年スタートです。よろしくお
願いします。

本日より新体制にスタートです。気持ちはなかなか変えられませんが、みな
で力を合わせて前に進みましょう。

松原さんご冥福をお祈りします。非常に残念でなりません。合掌 　所信表
明山田さん、代行幹事松原さん楽しみにしています。

本日より新年度が始まります。卓話にて所信表明させていただきます。よろ
しくお願いします。松原正敏さんご冥福お祈りいたします。

松原さんがいないなんて信じられません。本当に悲しいです。ご冥福をお
祈りします。
いよいよ山田丸の出航です。皆さんで協力しましょう！頑張れ愛知長久手
RC!!

本日も宜しくお願い致します。松原正敏さんのご冥福をお祈りします。告別
式に参列させていただき本当に無念です。
松原さんご冥福をお祈りします。今日から山田会長の年になります。本日も
宜しくお願いします。

松原さんのご冥福をお祈りします。今日から山田会長の年になります。所信
表明よろしくお願いします。

新年度に入りました。会長を中心に活動してゆきましょう。本日も宜しくお願
いします。



＜卓話＞
所信表明　　：　　山田文明会長

他クラブ例会変更案内
名古屋守山R.C ７月１７日（水） 名古屋マリオットホテルアソシア
瀬戸R.C ７月１７日（水） 瀬戸商工会議所
名古屋丸の内R.C ７月１８日（木） 名古屋クレストンホテル
名古屋東R.C ７月２２日（月） ウェスティンナゴヤキャッスル
名古屋名東R.C ７月２３日（火） 名古屋国際ホテル
瀬戸北R.C ７月２３日（火） 瀬戸商工会議所
名古屋和合R.C ７月２４日（水） ウェスティンナゴヤキャッスル
名古屋西R.C ７月２５日（木） 名古屋マリオットホテルアソシア
名古屋北R.C ７月２６日（金） 名古屋東急ホテル
尾張旭R.C ７月２６日（金） 尾張旭商工会館
名古屋中R.C ７月２９日（月） 名古屋観光ホテル
名古屋栄R.C ７月２９日（月） 名古屋クレストンホテル
名古屋空港R.C ７月２９日（月） キャッスルプラザ

2013～14年度の当クラブの目標は、「楽しさの創造」と致します。ロータリーを実践していく中で、人とかかわ
れる楽しさ、他者との間に楽しさを追求して行きましょう。その中で「与える関係を提供しましょう」人に与える
ことが出来た時に、人間として深い喜びを感じ楽しくなります。「give and give」このテーマを追求して、本当
のロータリアンとして、楽しさを得て行きましょう。ロータリアンとして、いろんな人の反応に対して、自由に、素
直な気持ちで豊かに応じられるように又、いろんな人との関係で楽しさを作っていけるロータリアン。

 以上のようなロータリアンを目指して、今年一年クラブ会員の皆様と共に成長できるよう幹事と共に尽力致します。
最後に昨年のRLIロータリー研修会にて「ロータリーの樹」ということを学びました。これは2008年国際協議会
において、渡辺好政　元RI理事が提唱された物ですが、一目で見てロータリーの事がわかりやすいと思いま
した。私達のクラブの20周年を目指して、愛知長久手ロータリークラブという大きな樹に育てていく為に、皆
様と共に学んでいきたいと思い、今年度クラブ計画書の裏表紙に載せていただきました。「ロータリーの樹」
この樹の根の部分「良樹細根」という言葉がありますが、「根深ければ、葉繁し」すなわち、樹は、広く、深く、
細かく、根を張っていなければ、大樹に育ちません。何事を始めるにも、根が先で、葉は後。「ロータリーの
樹」の一番下の根の深い部分には、超我の奉仕がございます。最もよく奉仕する者、最も多く報いられる。こ
れは一人一人のロータリアンによるクラブへの出席、それによる出会い、親睦等がなされものですね。その上
にたってのクラブ奉仕により、親睦、助け合いが行われます。ロータリーの目的、四つのテストは、それぞれ
会員の日々の企業活動の根本に奉仕の理念をおいて、それを磨きあげることです。職業奉仕を大きな幹と
して、奉仕の理想をかかげ、自分の職業を通じて社会に奉仕をして社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、そ
してロータリー財団という枝にしっかりと葉を繁らせる事が出来るよう今年度は愛知長久手ロータリークラブが
シッカリと根の張った大きな樹に育つように祈ってスタートしますので、よろしくお願いいたします。

愛知長久手ロータリークラブは、今年度創立12年目を迎えて、初めて2760地区東尾張分区へ、ガバナー補
佐として丹羽司一さんを輩出し、来年2月にはインターシティミーテングを担当する事になり、クラブ全員で
ロータリーを学ぶ絶好の機会となり、当クラブの更なる発展が期待されると思います。この様な大切な年度に
会長という大役を拝命して、身も心も共に引締まる想いでいっぱいです。クラブ会員皆様のご協力をいただ
きながら、この一年微力ながら精一杯務めさせていただきます。
ロン・バートンRI会長の今年度のテーマは「ロータリーを実践して、みんなに豊かな人生を」と言われており、
具体的には、1.女性や若い会員の会員増強、2.ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実としての未来夢
計画のスタートする。3.ロータリー・ファミリーを通じたネットワークの強化として、ロータリアン、ロータリアン家
族を含めた奉仕サービスをする。夫婦、家族で親睦活動をする。この様なテーマを受けてRI2760地区の田
中正則ガバナーのキャッチフレーズは「磨いて、輝こう」です。「ロータリーに積極的に参加して、自分と仲間
を磨き上げ、輝かしい人生に変えていこう」と言う想いを持って、ロータリー活動をしましょうと言う事です。
ロータリーの歯車はロータリーを日常的に意識する学びであり、ロータリー歴の長い人は奉仕によって、より
自分を磨きより輝きを増して、ロータリー歴の新しい人は原石であり、奉仕にする事により、磨かれ、輝きがよ
り増すことができます。

７月１６日(火） ７月30日(火）７月２３日（火）

夜間例会

19：00～
（ﾎﾃﾙﾄﾗｽﾃｨ名古屋栄）

卓話：地区米山奨学委員会
　地区委員　　青山稔様
　奨学生　　　宋在原様

（トヨタ博物館）

卓話担当:小谷恒夫さん

（トヨタ博物館）

８月６日（火）

　

卓話：会員卓話

（トヨタ博物館）


