
例会日=毎週火曜日　PM12：30　例会場=トヨタ博物館「小ホール」
会長　山田文明　幹事　伊藤広治　　会報　赤塚一三 事務局 　　TEL:0561-64-5446
　Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp 　　FAX:0561-64-5459

＜本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ＞Ｔｏｄａｙ’ｓＰｒｏｇｒａｍ 　場所　： ホテルトラスティ名古屋栄
点鐘 　時間　： 18：00～受付
＜ロータリーソング＞ 「奉仕の理想」 18：30～開会

＜ロータリーソング＞ 「われらの生業」

ハンバーグセット

＜出席報告＞ サラダ

会員総数 　　2１名
出席者　　  　１０名  出席率４７．６２% 　　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　　　伊藤 広治会長エレクト　
皆さんこんにちは。

＜幹事報告＞
１）  第12回現・次役員理事会報告

  　　① 次年度クラブ計画書について
　　② 5月会計報告・・・承認
　　③ 退会者について

２）    次週6月24日(火)親睦夜間例会　　　　　　　　　　　　　　　
 　　　場所：ホテルトラスティ名古屋栄　　　時間　：　18：00～受付　18：30～開会　　　　　

３） 7月1日(火)新年度第一例会(トヨタ博物館小ホール)
　　① 一斉食事・・・12：30
　　② 表敬訪問　　 瀬戸ロータリークラブ　　　野田正春会長　・　刑部祐介幹事
　 尾張旭ロータリークラブ　 古橋裕志会長　・　仲澤昌容幹事　
　※　クラブ奉仕委員会集合時間　12：00までに集合

先日6月14日(土)メイツグランドホテルに於いて地区役員・会長・幹事懇談
会が開催され出席してまいりました。
今年度のみなさんはこれでお役御免ということで晴れ晴れとしたお顔をされ
ていました。そこで当クラブは2つの表彰をいただきました。
一つは（ガバナー賞）テーマ（磨いて輝こう）に基いた年間活動の評価、もう
一つはロータリークラブ・セントラル賞　年間目標（会員増強、寄附等）の達
成で田中ガバナーは数ある地区クラブをきちんと見渡し丁寧に評価下さっ

たと思います。それと本年度地区国際奉仕委員長の大役を果たした佐藤文昭さんも功労賞を頂いておりま
すので報告します。

総合司会：吉田濵一会場監督

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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＜委員会報告＞
　　　　◆ニコボックス委員会

・ 伊藤 広治
・ 赤塚 一三

・ 本日もよろしくお願い致します。 伊藤　　真
・ 本日もよろしくお願い致します。 佐藤 文昭
・ この一年間会長幹事さんご苦労様でした。本日もよろしく願いします。 中川 清子
・ 丹羽 司一

・ 年間回顧よろしくお願いします。 日野 典子
・ 本日もよろしくお願いします。 吉田 濵一

（敬称略）

＜卓話＞
   　　年間回顧 幹事　伊藤 広治さん

クラブ主要行事
8月24日 　土 職場・家族親睦例会 岐阜県関市 鵜の家　足立 クラブ奉仕委員会
9月10日 　火 ガバナー補佐訪問 トヨタ博物館
10月9日 　水 ガバナー公式訪問 グレイセル 4RC合同

11月2日3日4日 WFFF セントラルパーク
11月10日 　日 ながくて市民まつり 市役所 社会奉仕委員会
12月1日 　日 愛・Nクリーン 社会奉仕委員会

12月14日 　土 年末家族例会 ホテルトラスティ―名古屋栄 クラブ奉仕委員会
3月25日 　火 愛知医科大学
3月29日 　土 4RC合同ゴルフコンペ・親睦会
4月8日 　火 台北中原RC来訪

6月1日～4日 シドニー国際大会 大島昭夫・奥野悦弥・佐藤文昭・山田文明出席
6月21日 　土 台北中原RC14周年式典・会長交代式　7名出席

夜間例会
7月16日 ホテルトラスティ名古屋栄
9月17日 ホテルトラスティ名古屋栄
9月24日 ホテルトラスティ名古屋栄
11月5日 華野
1月14日 華野
3月22日 ウエスティンナゴヤキャッスル
4月1日 華野

6月24日 ホテルトラスティ名古屋栄

9月8日 　日 岩倉３５周年記念講演
11月2日 　土 瀬戸北３５周年 グレイセル
4月11日 　金　 春日井４５周年 ホテルプラザ勝川
4月19日 　土 岩倉３５周年 名鉄犬山ホテル

8月10日 　土 犬山 名鉄犬山ホテル
11月9日 　土 岩倉 栄東急イン
2月19日 　水 瀬戸北 桃花林
6月5日 　木 長久手 国際ホテル

5月31日 　土 4RC 喜楽　梅むら
6月7日 　土 地区 名鉄グランド

地区勉強会
11月23日24日 地区大会 ウェスティンナゴヤキャッスル

2月15日 　土 ウェスティンナゴヤキャッスル
4月13日 　日 地区協議会 ウェスティンナゴヤキャッスル

外部卓話
10月1日 地区青少年交換委員会　　 黒田 勝基様(高浜RC)

11月26日 地区資金推進委員会　委員長 中林正人様（名古屋空港RC)
12月1日 財務省 東海財務局　総務課長 加藤弘也様
4月8日 地区国際奉仕委員委員会委員 佐藤文昭様(愛知長久手RC)

その他 外部講師多数紹介ありました

愛知医科大学車椅子贈呈

みなさんこんんちは!!私もガバナー補佐として任期残すところ2週間となりま
した。ダッシュ!!

本日は1年を振り返らせていただきます。
初夏の候となりました。来月又二人展ですが東京なのでお知らせのみさせ
ていただきます。

ロータリー財団委員会

11RC記念式典

11RC会長幹事会

インターシティーミーティング

本年度は、丹羽ガバナー補佐を当クラブより輩出することができ、またそのおかげで地区とのかかわり方もよ
り密接な一年となりました。その中で、IMをはじめ様々な活動で皆様のご協力とご理解があったからこそ成し
得たものばかりです。一年間本当にありがとうございました。



一年間を振り返って
　　　【丹羽　司一ガバナー補佐】

　　　【大島　昭夫分区幹事】

田中ガバナーの掲げられた「磨いて　輝こう」という方針のもと、その方針を地区クラブに伝えていくという使
命を授かり、早一年が経ちました。
当初は、自分なりにしっかりと大役を果たさねばいけないと良いうことで緊張していましたが、使命の重さを超
えて、ガバナー補佐としてのこの一年間は、私にとって大変実りあるものとなり、多くの方々と出会え、交流で
きたことで、忙しいながらも楽しく過ごすことができました。
今年2月の東尾張分区インターシティミーティングでは、皆様のご協力のもとホストクラブとして無事成功裏に
終えることができ、ロータリアンとしての研鑚と交流を深め、楽しく、有意義なひとときを過ごすことができたこと
も忘れられない出来事です。この一年、ガバナー補佐として至らぬ点も多々あったことと思います。支えてく
ださった皆様には感謝の言葉しかありませんが、この経験を糧に、今後の活動においてさらにロータリアンと
して成長し、これまでの皆様のご協力ご支援に応えていきたいと考えております。一年間ありがとうございまし
た。

丹羽ガバナー補佐と一緒に分区内11ロータリークラブを訪問して、今まで解らなかったロータリーの魅力を
存分に体験させていただき、大変勉強になりました。
丹羽ガバナー補佐との一年間はその人柄にも良く触れ、各クラブに訪問の際には、それぞれのクラブの事、
ロータリーのことに対して、忙しい中にも事細かに事前に準備・勉強され、頭の下がる思いを致しました。
私自身もまた、地区の皆様、分区内の皆様と交流を深めるなかで、多くの友人を得ることができ感謝していま
す。
訪問後の印象としては、市と密着した活動をしているクラブ、米山奨学生に対して前向きなクラブ、出席率
100％を維持しているクラブ、グローバル補助金を活用して国際奉仕活動しているクラブなど、積極的・精力
的にロータリー活動していて、当クラブとして見習うべきところが多々あり今後のロータリー活動に大いに参考
にしていきたいと思いました。

RID3520台北中原扶輪社　14周年記念式典・会長幹事交代式

　

７月８日（火） ７月１５日（火） ７月２２日(火）７月１日（火）

一斉食事
会長幹事所信表明
会長幹事交代式

(トヨタ博物館）

一斉食事
ガバナー補佐訪問

(トヨタ博物館）

移動例会
12：30～13：30

（華野）

各委員会委員長
所信表明

(トヨタ博物館）


