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ロータリー：変化をもたらす

本日 第 681 回夜間ボウリング例会 2017 年 7 月 25 日（火曜日)第 673 号
＜本日のプログラム＞ Today’s Program
◇ 点 鐘
◇ ロータリーソング

ボウリング：東名ボール
例会：永昌苑
：表敬訪問 瀬戸北 RC

「それでこそロータリー」

前回 第 680 回例会 2017 年 7 月 11 日（火曜日)記録
＜ロータリーソング＞
＜出席報告＞
19 名
員総数
出 席 者 16 名

「我らの生業」

出席率

84.00 ％

前々回補正出席率

90.00

％

カレーセット
＜会長挨拶＞

愛知長久手ロータリークラブ
会 長 青山 和成
皆さんこんにちは本日２回目の会長挨拶をさせて頂きます。２７６０地区の神野ガバ
ナーが研修の際に会長は毎回の例会での挨拶に命を掛けて行って下さいと言われました
が私は緊張して心臓がドキドキして違った意味での命を掛けて挨拶していますが頑張っ
て１年勤めて行きたいと思います。宜しくお願い致します。
さて本年度はＲＩ会長の方針では「ロータリー：変化をもたらす」でしたが２７６０地区の神野ガバナーが仰
せられた「今からのロータリーを楽しもう！」を念頭に各クラブで自クラブの分析と弱み強みを把握し計画的に
戦略的に活動を行って行きたいと思っております。その為にも戦略委員会を立ち上げ、これから作戦を練って行
く訳ですが、まずこの会長挨拶では、以前の伊藤広治会長の時に少し行っていた、これだけは知っておきたい「ロ
ータリーの基礎」を毎回少しずつ読み上げさせて頂きロータリーの方針や色んな活動、財団など、初心に戻って
しっかりと頭に叩き込んで頂き把握することによって新しく入る進入会員の方に伝えることも大切ですが今居
る会員の方々も楽しみを更に見付けて頂く切っ掛けとして頂き自然と新入会員も増え退会者も無くなると考え
ますので今後、何回かある例会で２・３ページづつ読まさせて頂き全部で８０ページほどあるので１年間で確実
に全て把握して頂ける様にして行きたいと思いますので宜しくお願い致します。今回は「ロータリーとは」と「ロ
ータリーの目的」と「ロータリーの綱領」を読まさせて頂きます。
「ロータリーとは」人道的奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的基準を守ることをしょう奨励し、
かつ世界における親善と平和の確立に寄与すること目指した事業および専門職務に携わる人が世界的に結びあ
った団体です。
一言でいえば、ロータリーは、利地の心を養い、人を育てるとともに、献身的な奉仕活動を行う世界的な団体
です。

「ロータリーの目的(綱領)」
ロータリーの目的

(新しい日本語訳)

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、
次の各項を奨励することにある。
第 1：知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
第 2 : 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として
ロータリアン各自の職業を高潔なものとすること
第 3：ロータリーアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践
すること。
第 4：奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること
付記

「ロータリーの目的」の４つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなければな
らないものであるということで、RI 理事会の意見が一致した。

なおロータリーの目的を受諾し、遵守することを条件にして、入会を認められるという定款上の規約は、現在
に至るまで引き継がれています。
ロータリーの綱領

(旧訳)

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として、奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、
育成することにある：
第 1： 奉仕の機会として知り合いを広めること：
第 2： 事業及び専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識
を深めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するためにその業務を品位あらしめ
ること：
第 3：ロータリーすべてがその個人生活、事業生活及び社会生活に常に奉仕の理想を適用すること：
第 4：奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和
を推進すること。
＜委員会報告＞
■ニコボックス委員会■
・新年度スタートおめでとうございます。

瀬戸 RC

・本日は表敬訪問に参りました。よろしくお願いいたします。

尾張旭 RC 会長 西尾輝久 幹事 菊田利昭

会長 梶野輝雄 幹事 加藤孝爾

・11 月 IM の PR で訪問しました。よろしくお願いいたします。

小牧 RC 大島賀樹 佐藤大五郎

・瀬戸 RC 梶野会長、加藤幹事、尾張旭 RC 西尾会長、菊田幹事ようこそお越し頂きました。

青山 和成

ゆっくりしていって下さい。小牧 RC 大島様、佐藤様、本日は宜しく御願い致します。
・梶野会長、加藤幹事、西尾会長、菊田幹事、大島さん、佐藤さんようこそおいで下さいました。 中川 清子
よろしくお願いします。先週は瀬戸 RC さんへの訪問させて頂きありがとうございました。
・表敬訪問・IMPR の皆々さまようこそお越し下さいました。本日も宜しくお願い致します。

丹羽 司一

・瀬戸、尾張旭、小牧 RC の皆様ようこそお越し頂きました。

伊藤 広治

・瀬戸 RC 会長幹事様、尾張旭 RC 会長幹事様、小牧 RC 大島様、佐藤様 PR よろしくお願い

日野 典子

します。
・瀬戸 RC 梶野会長加藤幹事ようこそ、尾張旭 RC 西尾会長菊田幹事ようこそ。一年間ご苦労様

大島 昭夫

頑張って下さい。小牧 RC 大島さん佐藤さんようこそおいで下さいました。
・瀬戸 RC 梶野会長加藤幹事、尾張旭 RC 西尾会長菊田幹事、小牧 RC 大島様佐藤様ようこそ

山田 文明

おいでいただきありがとうございます。
・卓話楽しみにしております。本日もよろしくお願いいたします。

吉田 濱一

・本日もよろしくお願いします。

田中 信子

・瀬戸、尾張旭、小牧各ロータリーの皆様ようこそおいで頂きました。本日もよろしく

林

正俊

お願いします。
・本日もどうぞ宜しくお願いします。

伊藤

・皆様本日はありがとうございます。本日も皆様宜しくお願い致します。

神谷 恵理

・本日も蒸し暑いですね～元気を出していきましょう。本日もよろしくお願いします。

大月 涼子

・本日もよろしくお願い致します。

小谷 恒夫

“

ひるどき
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あ

お昼時 Amazon prime 楽しんで 夜のWifeは 嗚呼アマゾネス！

真

”

＜幹事報告＞

① 次週例会は同週祝日振替休会になります。次回例会は 7/25(火)夜間ボウリング例会になります。
今週中に最終案内を送らせて頂きますが、ボウリング参加者は東名ボールに 17:50 ご集合お願いいたします。
尚、食事会場「永昌苑」よりご参加会員さんにつきましては、19:30 までにお越しください。当日は瀬戸北 RC
会長幹事様が表敬訪問にお越しになります。よろしくお願いいたします。
② 上期会費につきまして先週例会でお願いをさせていただいておりますが、振込期日 7 月末までになって
おります。再度よろしくお願いいたします。
＜卓

話＞

「五大奉仕委員長方針」

各委員会委員長

【クラブ奉仕委員会】：伊藤広治
年度方針…有意義な活動を通して、参加率の向上・会員増加、ロータリアンとしての意識を高
める。
本年度事業計画…楽しいロータリーの基盤づくりを行う。
…会員相互のコミュニケーションが図れる例会を目指す。
…レクレーション(同好会)を通じて親睦を深める。
…例会の多様化を模索する。
…全員が役割意識を持って価値ある活動を行い存在意義のある一年とする。
【職業奉仕委員会】：神谷恵理
年度方針…職業奉仕の実践とは、あらゆる職業において最も高度な商業道徳、職業道徳を守る
ということであり、常にそれを念頭において日々行動し、自己の職業の中で社会へ
貢献するよう努める。
本年度事業計画…会員間の職場理解を深める。
・例会時に１人３分間程度のスピーチを行い、互いの仕事への理解を深める。
…異業種訪問を進める。
・異業種交流によって、会員の理解を深めるとともに、RC 活動への理解を
深める。
【社会奉仕委員会】：山田文明
年度方針…地域に必要とされる社会奉仕活動、環境保全活動を実施して愛知長久手ロータリー
クラブの公共イメージ向上に努める。
本年度事業計画…地域に密着した奉仕活動にする。
①長久手市民まつりに参加…日頃のロータリー活動の報告を PR する。
②香流川環境美化運動のワークショップに参加し、地域の人々と交流を
はかりニーズをくみ取る。
③ごみゼロ運動へ参加する。
…地域の環境保全活動への取り組みとして地域への会員一人当たり１本づつ
の木を植える。
…熊本地震の教訓に地域の防災活動に役立つ情報を愛知県防災局より収集
して活用する。

【国際奉仕委員会】：小谷恒夫
年度方針…第４奉仕部門である国際奉仕の国際理解、親善、平和の推進を目的とした活動をす
る。
①世界社会奉仕
②世界大会への参加
③国際交流
④世界の貧困・教育の勉強
⑤国際レベルの文化活動
本年度事業計画…他国、他地区、クラブ友好。
…姉妹クラブ、友好クラブとの密接な交流。
…世界大会への参加する。
…地区プロジェクトに参加する。
【青少年奉仕委員会】：伊藤 真
年度方針…①様々な活動を通じて次世代のリーダー育成に努める。
ソーシャルメディアを積極的に活用し活動を広める。
②台湾中原ロータリークラブとの友好関係を基に国際交流を含めた青少年奉仕
事業を充実させる。
本年度事業計画…長久手の小学校児童に対して書道展を開催する。
…台湾中原ロータリークラブ、及び他クラブとの相互交流を深め、青少年奉仕
活動を推進する。
表敬訪問 IMPR

瀬戸 RC

梶野会長・加藤幹事

8 月 1 日(火)
卓

話

祝

福

(トヨタ博物館)

尾張旭 RC

8 月 8 日(火)
同週祝日振替休会

西尾会長・菊田幹事

小牧 RC

大島様・佐藤様

8 月 15 日(火)

8 月 22 日(火)

同週祝日振替休会

ガバナー補佐訪問

(トヨタ博物館)

