
 

 

 

 

 

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 日野典子 幹事 大島昭夫 会報 小谷恒夫   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

人類に奉仕するロータリー 
本日 第 659 回例会 2016 年 12 月 17 日（土曜日)第 651 号 

 
 
 
 
＜本日のプログラム＞ Today’s Program   
  ◇ ロータリーソング  「君が代」「奉仕の理想」 

 
 
 
 

於：名古屋ガーデンパレスホテル 
受付：18:00  開会：19:00～ 
   

  

前回 第 658 回例会 2016 年 12 月 6 日（火曜日)記録 

＜ロータリーソング＞  「君が代」「奉仕の理想」 

  

＜出席報告＞ 

カレーセット 

 

 

員総数 20 名  

出 席 者 13 名 出席率 65.00 ％ 前々回補正出席率 90.00 ％ 

 

 

＜会長挨拶＞           

 

 

愛知長久手ロータリークラブ  

会長 日野  典子     

        

2760地区の地区大会が 11月 5日 6日と 2日間ウエスティン名古屋キャッス

ルで行われました。RI会長代理で 2750地区パストガバナーで第 1.2.3ゾー

ン会員増強プロジェクトリーダー第 2ゾーンロータリーコーディネーター補

佐の水野功ご夫妻が入場されて始まりました。 

オープニングアトラクションは小牧南高校吹奏楽部の演奏。服部ガバナーの御挨拶が滞り無く進みました。 

大会議事と致しましてガバナーノミニー選任方法採択。副ガバナー選任方法採択。審議会代表議員選出。地

区大会決議。etcが執り行われました。2日目は各表彰式がされていました。 

今年は前年度の新入会員の方が壇上に上がられました。勿論、愛知長久手からは神谷さんと石黒さんのお二

人ですが石黒さんは欠席でして神谷さんが壇上でご紹介されていました。 

そして 11月 20日には東尾張分区の IMがありました。この時期は毎年、大きな大会が続くので例会がお休

みですよね。 

江南ロータリークラブのホストで執り行われました。名鉄犬山ホテルでされたのですが私と幹事は犬山ロー

タリークラブの 55周年でお邪魔したばかりでした。 

IMでは田中作次氏のお話しはとても貴重なお話しでした。やはりロータリーのトップをされた田中氏の言

葉には重みがありました。 

そして、先週の台湾中原ロータリークラブとの姉妹提携締結式と続きまして本当に皆さんご苦労様でした。

皆さんのご協力が無かったら絶対に成功する事はできませんでした。 

これからの愛知長久手ロータリークラブと台北中原ロータリークラブが永く楽しく良い関係が続く事を祈

って会長挨拶とします。 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１６－２０１７ 

WEEKLY 

 



＜委員会報告＞  

■ニコボックス委員会■ 

・先日の中原 RCとの締結式皆様ご苦労さまでした。みなさんのおかげで無事に終了できました。 日野 典子 

・本日はよろしくお願いします。                                                           伊藤  広治 

・本日の年次総会よろしく！！                               大島 昭夫 

・先日の台北中原 RCとの姉妹提携調印式楽しく出来てよかったですネ。             山田  文明 

  本日の年次総会よろしくおねがいします。 

・本格的な冬となり、その割に暖かい日が続きましたが、今夜から寒くなりそうです。           中川 清子 

  本日もよろしくお願いします。 

・本日も宜しく御願い致します。                                                           青山  和成 

・本日もよろしくお願いします。                               田中 信子 

・先日はお疲れ様でした。本日もよろしくお願いします。                                     林  正俊 

・本日も宜しくお願いいたします。                                                         奥野 悦弥 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                                                       伊藤  真 

・本日も宜しくお願いします。                                                        神谷 恵理 

・今日は長久手イオンプレオープンで道が大混雑。皆様どうかご無事で                        大月 涼子 

・本日もよろしくお願い致します。                             小谷 恒夫 

      “前立腺  Incontinence
イ ン コ テ ィ ネ ン ス

  患って  長いお付き合
お つ き あ

い  Missア・モーレ”  

＜幹事報告＞ 

①   本日例会終了後第 6回理事役員会が行います。理事役員の方は例会終了後お集まり下さい。 

②    年末家族例会ご案内の FAXを送らせていただいておりますが、12/17(土)18:30 よりナゴヤガーデンパレス 

  にて年末家族例会を行います。返信期日が 12/8(木)になっております。まだご連絡をされていない方はご

連絡のほどよろしくお願いいたします。 

  予定といたしましては、18:30 より例会を行い、終了次第年末家族例会に移りたいと思っております。 

③   本日Weeklyにつきましては４週分まとめてお渡ししております。 

④   12/20(火)の例会会場はトヨタ博物館休館の為、華野で行います。時間 12：30-13：30になります。 
 

＜卓 話＞ 

                 「年 次 総 会」                会長  日野典子 

                                    幹事 大島昭夫 

7/5   会長幹事所信表明/会長幹事交代式  

   入会式（大月涼子さんの入会） 

7/12  ウェルフェアーボーリングからチケットを購入し、ボーリング例会を行った。 

   （当初から協賛は行っていたがチケット購入は無かった。チケット購入については、担当者がナサニエル

君のセカンドホストファミリーであったこともあり、チケット購入に至った。来年度も担当が長久手と

いうことで来年度も協賛と合わせてチケット購入の依頼がきている。本日御礼文とに寄付先の文章がウ

ェルフェアーボーリングより届いております。 

7/19  ガバナー補佐訪問(江南 RC)・3RC 表敬訪問（瀬戸 RC/尾張旭 RC/瀬戸北 RC）   

7/26  大月涼子さん入会歓迎会（木曽路 東名店） 

 

8/9   今年度より同週振替休会を導入（第 1 回目） 

8/30  ガバナー公式訪問 瀬戸北 RC ホストでサンプラザシーズンズにて 

   次年度ホストは愛知長久手 RC になります。日程は 9/12 会場は今年度同じく 

サンプラザシーズンズになります。 

 

9/6   米山の卓話を依頼し、米山奨学委員会 瀬戸 RC 青山稔さんが卓話にお見えに 

なりました。その時に米山奨学生ジャンダノンさんも見え卓話をされました。 



9/13  名古屋脳神経外科クリニック名古屋脳ドック事務長酒向様による卓話 「脳ドックについて」 

9/20  同週振替休会を導入（第 2 回目） 

9/27  吉田博司様による卓話  「お肉について」 
 

10/4  長久手市建設部土木課 3 名による卓話 「香流川整備計画について」 

10/11  同週振替休会を導入（第 3 回目） 

10/18  大島昭夫幹事より「11/29 中原 RC 姉妹提携について」の説明 

10/22  WFF 久屋大通り公園にて（今回は出席者が少なく寂しい例会でした） 

 

11/1   財団卓話依頼  ロータリー財団委員会副委員長 櫻井 繁様 

                 卓話 「ロータリー財団 100 周年を迎えて」 

11/5・6   16-17 年度地区大会  ホスト小牧 RC  ウェスティンキャッスルナゴヤ 

11/15  規定休日（11/29→11/15 変更） 

11/20  東尾張分区 IM  ホスト江南 RC   名鉄犬山ホテル 

11/29  台北中原 RC・愛知長久手 RC 姉妹締結調印式   名古屋東急ホテル 

 

12/6   年次総会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2016-17 年度主な行事としては 

12/17  年末家族例会…ナゴヤガーデンパレス   

18:30～ 例会を行い 19:00 パーティースタート予定 

 

  1/17   夜間新年第一例会…場所未定（本日理事会にて話し合う予定） 

 

  3/14   職場例会開催予定…場所未定（候補：セントレア/ラグーナテンボス 理事会にて話し合う予定） 

                                             

  4/4    花見例会（名東合同。開催ならばホストは名東 RC になります） 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 20 日(火) 12 月 27 日(火) 1 月 3 日(火) 1 月 10 日(火) 

 
卓話 

 
規定休日 

 

 

休 会 

 

1 月 10 日(火) 

(華 野) 

 
   

 


