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第１２６回例会報告： 

今年度第１回目の食事例会の開催 

開催 ２０１１年９月９日（金） １９：３０開会 天候：晴 

司会 鈴木順平 唱和 「奉仕の理想」 

ゲスト なし 

出席報告 会員数２８名 出席対象者会員数２７名 

126 回 11 年９月９日 本例会出席数８名 ３０％ 

124 回 11 年８月２６日 補正後出席数２０名 ７４％ 

ゲスト・ビジター なし 

会長挨拶：食事例会に寄せて 

インドへ出張すると、周囲の友人は必ず「毎日カレーを食べ

ているのか？」と聞きます。たしかに「ダル」と呼ばれる豆の

カレーも毎日のように食べます。しかし多くは「惣菜」「おば

んざい」にあたる、野菜炒めや煮込などを、チャパティやロテ

ィというパンやお米一緒に食べます。 

 

 写真は Thali（ターリ）という、いわゆる定食で、町のレ

ストランでは、お替り無料の食べ放題です。地域によっていろ

んなスタイルがあり、これも楽しみのひとつです。 

当クラブは、食事無しの例会としてスタートしましたが、皆

さんの要望や周囲のアドバイスもあり、今後は毎回ではありま

せんが、ときどき簡単な軽食を出す方針に変更します。会食を

しながら楽しく例会を進めようという主旨ですので、皆さんお

気軽に参加ださい。 

幹事報告 

・2630 地区の地区大会の参加申込終了の件。 

・各出欠集約にご協力を、と呼びかけ。 

委員会報告 

奉仕委員会 

環境講演会「クマともりとひと」が近づいているため、理事・

役員で分担して他クラブの例会で宣伝することになった。 

ニコニコ Box 

ニコボックスに協力頂いた方々は以下の通りです。 

古橋武之さん、鈴木順平さん、川瀬麻規子さん、伊藤正樹さん、

小出真弓さん、宮下恵子さん、河合太輔さん、倉坪林太郎さん。



 

 

創立日：2009年 1月 16日 

会長：古橋武之  副会長：高橋一吉 

幹事：鈴木順平  会長エレクト：伊藤正樹

例会日：毎週金曜 19:30 ~ 20:30 

例会場：2760地区ガバナー分室 

TEL：052-211-2760

FAX：052-211-0230 

E-mail：info@chubunagoyamirai.jp 

荷受先：〒460-0003名古屋市中区 

錦二丁目 15-15豊島ビル 3F

連絡先連絡先連絡先連絡先 

「食事例会が楽しみ！」というコメントが多かった。 

第１回食事例会について 

経緯・内容・今後の予定 

本例会は本年度初の食事例会でした。倉坪クラブ奉仕委員長

の発案でイタリアンのデリバリー…おいしい熱々のピザ、本格

的なパスタを味わいながらいつも以上に歓談がはずみました。

古橋会長より年 4 回と言わず、できるだけ（予算内で）食事例

会をやろうとの意思表明がありました。 

幹事より：食事例会は人数確認のため予めメールにて出欠を

とっていますので、必ず返信してください。 

 

例会出席者により全会員へのメッセージ： 

「ロータリーの友・ガバナー月信を読もう」 

 ロータリーの友9月号には当クラブ会員で地区青少年交換委

員会委員の宮下さんの寄稿分「Give and Give の精神で」が素

敵な顔写真付きで掲載されています。 

 ガバナー月信9月号は「新世代月間」の特集です。 

今後の日程 

� 10月16日（日）ゆったり例会（10月14日の例会変更）場

所・時間は後日連絡。＊ゆったり例会は一宮中央RCで行

われている懇親例会で、松前ガバナーから当クラブでも

行うようご提案いただきました。 

� 10月23日（日）第2630地区大会（四日市）出席予定者：

川口（会長代）、伊藤正（幹事代）。 

� 11月12日（日）環境講演会「クマともりとひと」場所：

ウィンクあいち。 

� 11月20日（日）第2760地区大会 場所：ウェスティンナ

ゴヤキャッスル。出席対象者：全会員。 
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Summaries in English: 

Theme of the day:  
Launch of the first Dinner Club Meeting 

Friday 9 September 2011 

Participants: 8 members 

Club meeting attendance rate: 30% 

 
President Greeting:  

For the first meeting with meal 
Every time when I return from India, my friends ask “Have 

you been taking curry every day?” Of course I like to have 

“dal” which is curry made by beans and similar to 

“miso-shiru”. Other than curry there are many different kinds 

of cooked vegetables as main dishes, and I am enjoying them 

with roti/chapati (Indian bread) and rice. I am taking healthy 

foods while staying in India. 

Photos are “Thali” which means a course meal. Every 

different region has unique Thali. We can take them as much 

as we want – no limit! 

Two years has passed since the start of our Club. Now we 

will change our system from “non-meal Club” to meeting with 

meal, based on the requests from members and advises form 

key Rotarians. We will invite all of you to enjoy new 

environment of regular meetings. It may not every time. It 

depends on your luck. 

Reports from the Secretary: 
Registration ends of the district conference of R.I.D. 2630 

Please help us to aggregate attendance. 

Club Service Committee: 
Trustee members and officers of the Club will take care of the 

publicity and solicitation for the symposium on “The Bear, The 

Forest, and The Human”, which will be held by the Club on 

November 12 (Sat), 2011 at WINC-AICH. 

http://www.winc-aichi.jp/access 

More information about the Symposium is now available at 

http://chubunagoyamirai.sblo.jp/  

Happy Box Committee: 
All eight participants have contributed to the Happy Box in 

appreciation of the launch of the first Dinner Club Meeting 

About the first Dinner Club Meeting 
The first Dinner Club Meeting takes place today at the Club 

Meeting Room. It is an Italian dinner, with pizza and spagetti. 

The food tastes great! There should be more dinner club 

meetings like this. But please don’t forget to sign up in 

advance so that delivery can be ordered. The 

Secretary-General will send prior notification to all members 

whenever a dinner event is scheduled. 

Message for Club Members: 
Please read the article written by Miyashita-san in the 

September issue of the Rotary no Tomo. The article is about 

“The Spirit of Give and Give” (in Japanese only!) 

Upcoming events 
� October 16, 2011 – Yuttari (relaxing??) Club Meeting. 

Instead of meeting on Friday, October 14, we will hold a 

Yuttari Club Meeting on Sunday, October 16 at a 

restaurant in town. More details will be communicated 

to all members at a later date. 

� October 23, 2011 – Convention of the Rotary District 

2630 at Yokkaichi-city. Mr. Kawagichi and Mr Ito will 

attend on behalf of the President and the 

Secretary-General. 

� November 12, 2011 – Environmental Symposium “The 

Bear, The Forest and The Human” at WINC-AICHI, 

Nagoya. 

� November 29, 2011 – Convention of the Rotary District 

2760 at Westin Nagoya Castle Hotel, Nagoya. All Club 

members are expected to attend this District Convention.  

 

 

 

 


