
 
 

 
 

 

 

 

 

本日のプログラム 
 

次回例会のご案内 
 

第 2535 回 2021 年  6 月 1 日（火） 

『創立記念夜間例会』 西松亭 

 １８：３０ 点鐘 

 ＊第１例会行事 

 懇親会：中止 

第 2536 回 2021 年  6 月 8 日（火） 

『友愛例会』  

「次年度へ向けて」 

次期幹事 荒木 義男 

 ◎例会後、第１２回理事役員会 

事務所：〒501-6255 羽島市福寿町浅平 3-106 TEL（058）392-2888 FAX（058）391-2260 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30   例会場：西松亭   Ｅ-mail hashimar@ccn3.aitai.ne.jp 
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2020-21 年度 会長方針

「感謝される人になるよりも、 

感謝することを忘れない人である事」 
会長 野中 学 ／ 幹事 西松 永根 ／ 会報委員長 立川 靖 

 

 

 

 

 
 

2020-21 年度 

国際ロータリーテーマ 

 

第2531回 2021年  4月 27日（火） 

『地区研修・協議会報告』 

        次期幹事 荒木 義男会員 

＊第４回ＩＤＭ報告 

 
会長 野中 学 

皆様、こんにちは‼ 

 先日私の仕事のご契約手続きを行っていて、フリガナ

が間違っていますとご指摘を受けて気が付いたのです

が、中島（ナカジマ）様という方なのですが、その方の

フリガナは（ナカシマ）ですと言われ、漢字も色々なパ

ターンもあるし気を付けてはいるんのですが、他にも山

崎（ヤマザキ）と（ヤマサキ）で読み方が違うパターン

もありますが、皆さんは何で同じ漢字で濁点のある読み

方とない読み方があるかご存じでしょうか？

 

 

 実はこれは東日本と西日本の方言が要因と言われてい

るのですが、さっきの濁点のある読み方は東日本で多く

使われており、西日本では濁点が無い読み方をしている

ようです。 

中島 美幸 ナカジマ ミユキ  

中島 美香 ナカシマ ミカ 

 ちなみに同じ読み方なのに漢字が違うというのもある 

のですが、例えば齋藤さんという漢字は他にも3つ、4つ 

あって（齊藤，斎藤，斉藤）等がありますが、これは市役

所へ届け出をする際に難しい齋藤の齋の字を転記する際

に間違えたのが原因と言われております。 

 これはネット情報ですので、本当かどうかは責任が持

てませんので悪しからず。 

 

 
副幹事 荒木 義男 

・開催日時：2021年4月18日（日） 

     13時点鐘 

・会  場：Zoomウェビナーによるオ

ンライン会議にて実施（西松亭に視聴

会場を設置） 

・出席義務者：次年度理事役員、 

委員長及び新会員 

・地区研修・協議会とは？ 

 PETS後の 4月に開催される 1日セミナーの目的は、ロ

ータリークラブの次期指導者が任務に備えて準備するた

●前回例会の記録         

     

●会長の時間              
 

●地区研修・協議会 報告              

mailto:hashimar@ccn3.aitai.ne.jp


 

 

 

めのものです。地区研修・協議会の参加者は、クラブ会長

エレクトおよび、次ロータリー年度に指導的役割を果た

すよう会長エレクトから指定されたロータリークラブ会

員です。（ロータリー章典 20.060.1 20.060.2） 

 ※会長エレクトは、PETS と地区研修・協議会に出席し

ないあるいは指定の代理を派遣しなかった場合は、クラ

ブ会長に就任することはできません。 

 

〇ＲＩ会長エレクト シェカール・メータ氏   

カルカッタ･マハナガーＲＣ所属（インド） 

 2021-22年度 国際ロータリーテーマ  

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

SERVE TO CHANGE LIVES 

「DO MORE  GROW MORE」 

もっと行動し→よりインパクトのある奉仕プロジェクト

もっと成長する→会員を増やし、参加者基盤を広げる 

ロータリー奉仕デーを開催しましょう 

（ロータリアンと一般市民が共に奉仕活動する日） 

※過去17年以上、会員数は120万人で横ばい、2022年7

月までに130万人にしよう！ 

「EACH ONE，BRING ONE」 

チャレンジングな目標だが、挑戦することこそがロータ

リアンの神髄、船の目的は港にいることではなく、海に出

てこそ目的が成就される。人生とは冒険、メンテナンスで

はない。 

 

「私たちには、奉仕し、 

みんなの人生を豊かにする力と魔法があります。」 

 

〇2021-22 年度 国際ロータリー第 2630 地区 ガバナー 

浦田 幸一氏（伊勢中央） 

 地区方針 「つねに超我の奉仕を胸に」 

 浦田幸一は「先義後利」（せんぎこうり） 他者を優先

し、自分の利益を後にする  

相手も喜び、自分も貢献感で得心し、利益は後から付い

てくるもの 

日本人は長きに渡る社会生活で培われた「倫理観」と

「高潔性」を持っている 

 日本に根付いたロータリーは、「利他の精神」を基調と

する「奉仕の精神」 

 ※2021-22年度 地区戦略計画：4つの最重要目標と 4

つの優先事項（別紙参照） 

 

「私達、日本のロータリーは、 

 その精神と活動の在り方において間違っていない！」 

 
第４回ＩＤＭ報告 

 

日 時：４月１０日(土) 

場 所：西松亭 

テーマ：親睦家族 

出席者：リーダー ：山下 正弘 

     Ｒ研修情報委員：林  秀樹 

        青木、加藤（大）、野中 【計５名】 

 

4月10日に西松亭で第4回IDMを開催しました。今回

のテーマは社会奉仕です。ミスターロータリアンたる青

木会員の職業奉仕と社会奉仕の関連性についての卓話を

聞かせていただきました。内容を要約すると以下のごと

くです。「ある田舎のタクシーが客を目的地まで送り届

けようとするが、なかなか場所がわからない。タクシー

運転手は客と一緒に親身になって探し回る。もちろんメ

ーターは倒したままで、つまり料金は発生させた状態で

ある。深夜になりやっとのことで客を送り届けることが

できるのだが、ここまでの行為は職業奉仕である。さて

そのタクシーが、夜遅く会社への帰り道に、同じ方向に

向かって歩いている老人に出会う。どこまで行くか聞く

と途中の町までだということ。料金を取らずに便乗させ

てあげるのだが、この行為は社会奉仕である。。。。

云々。」 

青木さんの語りは、まるで深夜のラジオ劇場を聞いて

いるようであり、リラックスして没頭できたことに感謝

いたします。その後皆さんの社会奉仕感を聞かせていた

だきました。「ロータリーってこういうところだったな

あ」。ぼんやりと昔を思い出した2時間30分でした。

あっという間でしたね。 

出席委員会 
・本日の出席率  

出席規定会員数 ２６名中 １４名 ５３．８５％ 

・４月１３日の補填出席率 

 出席規定会員数 ２７名中 ２１名 ７７．７８％ 

ニコニコＢＯＸ委員会 

◎ニコニコＢＯＸ 

◆野中  学君  西松 永根君  安藤 賢治君  

加藤 宗雄君  横山 方彦君  加藤 大輔君  

柳原 望成君  松田 和彦君  兼松 秋生君  

荒木 義男君  山下 正弘君  堀  雅利君  

小椋由美子さん 梁 麗娜さん   

『地区研修協議会報告』 

 連休に入っていきますので、コロナ対策のためにゆっ

くり休みましょう！ 

●委員会報告            
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

５月のお祝い 
 

＊＊＊＊＊ 会員誕生 おめでとう ＊＊＊＊＊ 

小椋由美子さん（１８日）江﨑 秀明君（２８日） 

＊＊＊＊＊  夫人誕生 おめでとう ＊＊＊＊＊ 

木寺 真弓様（10日）野中 敦子様（１６日） 

兼松 知子様（３１日） 

＊＊＊＊＊ 結婚記念 おめでとう ＊＊＊＊＊ 

  江﨑 秀明君（30日） 

６月のお祝い 
 

＊＊＊＊ 皆 出 席 おめでとう ＊＊＊＊ 

３年間皆出席 荒木  義男君 

＊＊＊＊＊ 結婚記念 おめでとう ＊＊＊＊＊ 

堀  雅利君（10日） 荒木  義男君（10日） 

本日の例会の食事 

６月の行事予定 ★次年度行事 

６月例会のお食事は、例会後に 

お弁当をお持ち帰りいただきます。 
 

 １日（火）第2５３５回『創立記念日夜間例会』  

＊お祝い行事  西松亭 １8：３０～ 

懇親会：中止 

 8日（火）第2５３６回 『友愛例会』 
＊次年度へ向けて 次期幹事 荒木 義男 

◎例会後第１２回理事役員会 

＊百万ドルの食事 

１２～１６日 ロータリーバーチャル国際大会 

１5日（火）第２５３７回 『プログラム卓話』 

卓話「健康寿命と 

最近の医療関係者の情報」   

兼松 秋生会員 

１８日（金）新旧理事役員懇談会 西松亭18:30～ 

2２日（火）第2５３８回 『最終例会』 
「一年を振り返って」 会長 野中 学 

＊バッジ交換【会長・副会長・幹事】 

２３･２４日（水-木）羽島ＲＣ･ﾆｺｺﾞﾙﾌ 

合同打ち上げ旅行 

３０日（火）休会 
 

幹事報告（第２５３１回） 

●次回例会は５月１８日（火）『プログラム卓話』 

卓話「健康寿命と最近の医療関係者の情報」 

 兼松 秋生会員 

第１例会行事（お祝い行事） 

 例会後、2021-22年度第１回ｸﾗﾌﾞ協議会を開催。 

●５月のメイクアップ一覧をホームページに掲載。 

●ガバナー事務所のゴールデンウィーク期間中の休

業日は下記の通り。 

4月29日（木）、5月１日（土）～5日（水） 

当クラブ事務局は4月29日（木）～5月5日（水） 

●５月～１０月をクールビズ例会。 

●回覧内容 

①地区研修協議会 修了証 

 ②次年度活動計画書用会員名簿 

 ③2021年 バーチャル国際大会ｵﾝﾗｲﾝ登録方法 

④（財）ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会より 

『ハイライトよねやま』 

 ⑤羽島市民病院 院長退任と新院長就任のご挨拶 


