
 

 

 

 

 

 

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 奥野悦弥 幹事 伊藤広治 会報 青山和成   事務局 TEL:0561-64-5446 

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

インスピレーションになろう 

本日 第 718 回例会 2018 年 7 月 10 日(火曜日)710 号 

＜本日のプログラム＞ Today’s Program                                

                                                       

◇ 点鐘                                  卓話演題：五大奉仕委員長方針 

◇ ロータリーソング 「我らの生業」                     卓話者  ：五大奉仕委員長 

 

 

前回 第 717 回例会 2018 年 7 月 3 日（火曜日)記録 

                

＜出席報告＞ 

 

 

カレーセット 
 

員総数 17 名  

 

出 席 者 11 

 

名 出席率 64.00 ％ 前々回補正出席率 78.20 ％

  

  

 

＜会長挨拶＞            
 

  

 

愛知長久手ロータリークラブ 

会長  奥野 悦弥 

 

     

 

皆さんこんにちは。ここ何日か蒸し暑い日が続きますが、体調崩しておられませんか？ 

また、今日は日本中の相当の人が朝早くから起きてて寝不足だと思いますが皆様も寝不足大丈夫でしょう

か？皆さん何卒体調にお気を付けください。本日は瀬戸 RC 山本会長、山田幹事尾張旭 RC 森井会長、桜井

幹事にお越しいただきました。また、後ほどご挨拶いただきますが、ごゆっくりしていってください。さて、

本日より 18－19 年度の会長を 1 年間務めさせていただきます。1 年間何卒宜しくお願い致します。平成 25

年 7 月に入会して早くも 5 年が経ちましたが、まだまだ分からないことだらけでこんな私が会長になって

いいのかと今でも思っています。でもご指名を受けた以上は 1 年間何とか皆様のご協力を力に頑張ってまい

りたいと思います。 

 愛知長久手ロータリークラブは、会員数が少ないのですが、みな和気あいあいと楽しいクラブです。ま

た、伸び伸びとした気持ちで何事も行える良い面もあります。18－19 年度も引き続きこのようなクラブを

目指していきたいと思っています。しっかりと皆さんの声を聴き風通しの良いクラブでいたいと思います。 

今日の朝会社に行きパソコンを立ち上げたら RI 会長のバリー・ラシンさんからメールが届いておりまし

た。せっかくですので皆様にメールを読んでご披露したいと思います。 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１８－２０１９ 

WEEKLY 



親愛なるロータリーの支援者、そしてロータリーリーダーの皆さま 

 

本日は 2018-19 ロータリー年度の初日、共にロータリーの新たな役割に取り組む最初の日です。また、

各役割の前任者たちからリーダーシップのバトンを受け取り、後任となる人たちにバトンを渡す準備を始め

る日です。私たちが職務を全うし 1 年後に退任する頃には、クラブや地区はさらに大きく、強く、効果的で

＝となり、ロータリーに全力をつくし、その価値をよりいっそう高めていることでしょう。 

ロータリーの役割におけるリーダーシップは、その性質から、リレー競争によくたとえられます。それは

個人競技ではなく、チームとして行うものです。私も含め、今年度のリーダーとなられた皆さまが一つのチ

ームとなるのです。私たちは同じ目的をもっています。それはロータリーの奉仕によって世界を変えること。

一つひとつのプロジェクト、クラブ、そして地域社会の力によって変えていくのです。 

今年のロータリー年度のテーマは「インスピレーションになろう」です。私は長年にわたり、ロータリア

ンが活動を通じて真に意欲を高めていく姿を見てきました。奉仕を通じて最も大きな影響をもたらす人とは、

必ずしも多くのリソース、豊かな経験、または幅広い人脈をもつ人ではありません。大きな影響を生むのは、

インスピレーションを得た人たちです。何かをした経験、見た経験、または誰かに会った経験など、その経

験で心に火がともされ、奉仕のインスピレーションを得たのです。 

今年度、ご自身の中にインスピレーションを見出すだけでなく、人びとへのインスピレーションとなって

ください。奉仕に意義を見出し、影響を生み出す者としての自己を認識し、さらに多くを成すことに意欲を

燃やすロータリアン同士で力を合わせ、力強いクラブと地区を築いていきましょう。情熱をもって模範とな

り、現在よりもはるかに堅実な未来へとロータリーを導いてください。 

私も皆さまも、また世界各地のガバナー、クラブ会長、ロータリー役員は皆、本ロータリー年度のために

選ばれたわけです。私たちは、目下の活動を遂行する最善の人材としてロータリアンの仲間から信を置かれ、

そして選ばれました。私はこれからの 12 カ月間、力の限り専心努力する所存です。皆さまにもそうしてい

ただけると信じております。「インスピレーションになろう」のテーマを、共に実現しましょう。 

心を込めて                  2018-19 年度国際ロータリー会長 バリー・ラシン 

 

以上メールをご披露申し上げました。遥か遠いバハマという国から例会の初日に会長より励ましのメール

をいただき大変心強い気持ちになり、うれしく思いました。 

 

＜委員会報告＞ 

【会長交代式】 

 

 

 

 

【祝 福】 

 

 

 

 

 

■ニコボックス委員会■ 

・1 年間よろしくお願い申し上げます。                    瀬戸 RC  会長  山本英雄 

幹事  山田 拓 

・本日も宜しくお願いいたします。                                           尾張旭 RC 会長 森井晴生 

                                                                         幹事  桜井雅博 

   青山和成  7 月 8 日 

   

    

   

   

              

    



 

・瀬戸 RC 山本会長山田幹事、尾張旭 RC 森井会長桜井幹事ようこそお越しいただきました。    奥野悦弥 

 ごゆっくりしていって下さい。青山さんお誕生日おめでとうございます。 

・瀬戸 RC 山本会長山田幹事、尾張旭 RC 森井会長桜井幹事今年度共に頑張りましょう。本年度    伊藤広治 

  スタート皆様宜しくお願いします。 

・瀬戸 RC 山本会長山田幹事、尾張旭 RC 森井会長桜井幹事ようこそお越し頂きました。本日も   青山和成 

  宜しく御願い致します。ほっとしています。 

・“奥野丸の出港です”1 年の完全航行を祈念致します。                            丹羽司一 

・本日もよろしくお願いします。                                                             大島昭夫 

・新年度に入りました。奥野会長伊藤幹事 1 年よろしくお願いします。瀬戸 RC 山本会長山田幹事    山田文明 

  尾張旭 RC 森井会長桜井幹事表敬訪問ありがとうございます。青山さんお誕生日おめでとうございます。 

・新会長幹事の所信表明楽しみです。瀬戸 RC 山本様山田様、尾張旭 RC 森井様桜井様ようこそ   中川清子 

 おいで下さいました。 

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

・皆様本日もよろしくお願いします。青山さんお誕生日おめでとうございます。          神谷恵理 

・青山さんお誕生日おめでとうございます。本年度も始まりました。どうぞよろしくお願いします。 大月涼子 

・熱中症御留意ください。本日もよろしくお願いします。                       近藤鋭雄 

 

＜幹事報告＞ 

 ① 本日「クラブ計画書」「ファイル」「上期会費納入のお願い」「振込用紙」をお渡しいたしました。 

会費納入につきましては、7月末までにお振込みをお願いいたします。 

   合わせて 3 ヶ月分の例会会場予定表をお渡しいたしました。トヨタ博物館予約の関係上 3 ヶ月前まで

の予約のみとなります。今後は月の第 1回例会に更新したものをお渡しいたします。 

② 本日例会終了後第 1回理事役員会を行います。理事役員の方は例会終了後お集まりください。 

③ 次回例会日は 7/10(火)トヨタ博物館 12:30-13:30になります。 

 

＜卓話＞                        「所信表明」                        

 

会長：奥野悦弥 

改めて本日は所信表明ということなので早速具体的に所信をお伝えしたいと思います。 

我々愛知長久手ロータリークラブを今より魅力あるクラブ、他クラブにも自慢できるようなにするにはどう

すれば、どうなればいいのか？ということを考え所信表明とします。 

ロータリークラブの第 1条件の奉仕の精神から考えて、魅力ある活動をして、社会に貢献できそれが評価さ

れるクラブなることが第 1目標だと思います。そのためには、組織で動くということが大事ではないでしょ

うか。そして会員それぞれがクラブの情報を広く獲得し自分自身のクラブへの働きかけを強めることが重要

です。会員がいて委員会がありその活動内容を決定する役員・理事会があります。これをより組織的にして

はどうでしょうか？委員会自身がプランニング、コーディネートして役員理事会に諮り皆で担当を決めて実

行していくそれがまず我が長久手ロータリークラブには、必要だと思います。 

18－19 年度の予算は既に決定されました。そして主となる活動のスケジュールも整いました。あとは、こ

の 1年間をどう作っていくかです。 

まず、公共イメージの向上としてホームページの制作をお願いいたします。また、姉妹クラブの台湾中原ロ

ータリーとのグローバル活動の調整も公共イメージ向上委員会の役目として抱きます。11月 11日に行われ

る長久手市民祭りは、日程が大会と被っているために職業奉仕委員長でお願いします。また、3月 5日の職

場例会は、職業奉仕委員会の担当といたします。去年より始めました子ども食堂の支援（今年度は 11月 27

日餅つき大会）を去年よりの継続支援として伊藤真会員にお願いします。また、12月 19～23日までおこな

う書道展は、青少年奉仕委員会でおこなってください。愛知生物多様性戦力 2020は、18－19年度の活動に

なるかどうかわかりませんが一応担当を近藤委員に決めて準備をお願いいたします。 

また、今年は、何とか 2名の新会員の入会を目指して会員増強委員会を中心に新たな会員の入会を促して達

成したいと思います。最後に他クラブ分区内交流（3年未満の会員）をできれば 1名につき年 2回できれば

と思います。ぜひ先輩会員とともに交流クラブを決定して行ってください。どうかこの 1年を実のあるもの

にするためにぜひ皆さんのお力添えお願い申し上げます。 

 



 

 

「所信表明」                

幹事：伊藤広治 

 今年度の幹事の仕事としましては、先程の奥野会長のやらんとすることを全力で補佐することですが、 

 会長の補佐であって、各事業のリーダーではありませんので、各委員会の委員長がリーダーとなり、 

 各事業の担当者が率先して動いて行くために補佐役となります。 

 各事業を会員の皆様の協力と参加で実現していく年度としたいのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 17 日(火) 7 月 24 日(火) 7 月 31 日(火) 8 月 7 日(火) 

 

同週祝日振替休会 

 

 

夜間ボウリング例会 

 

表敬訪問(瀬戸北 RC) 

卓 話 

公共イメージ向上委員長 

 

同週祝日振替休会 

 

(トヨタ博物館) (東名ボウル) （トヨタ博物館）  


