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第35回例会

2018年5月10日(木)

司会進行 野村 治
「君が代」斉唱、「日も風も星も」唱和
会長報告

酒井 俊皓 会長

皆
皆さんこんにちは。いよいよカウントダウンが始まりました。本
当にうれしく思っています。昨年の今頃のことを思うと気分も晴
れ晴れとしてきました。あとわずかですので宜しくお願いしま
す。本日の理事会、欠席して申し訳ありませんでした。決して
気が緩んでいたわけではありません。先ほど高木幹事からの報
告では、すべての案件がスムーズに審議されたとのことですの
で、会長はいない方が良いとも感じております。
当クラブでは、今年に入って2名の新会員をお迎えしました
が、今般、残念ですがお一人の会員が退会されました。会員増
強のために佐野会員増強委員長のご発案で「当クラブ紹介の
パンフレット」と「入会候補者の紹介用紙」を作成しました。ま
た、入会予定者の例会参加費もクラブの負担とすることにしまし
た。どうか、会員一丸となって新入会員の勧誘をお願いしま
す。
今日は、読まれた方もおありだと思いますが、ロータリーの友
に「ＣＬＵＢ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ」というコーナーがあり、ここで各
クラブのユニークな会員増強の取り組みにつき紹介されていま
すので少し紹介します。
第1は、オーストラリアの「シーフォードＲＣ」です。このクラブ
は、当クラブとよく似た新しいクラブです。特定のクラブの支援
なしで、第9520地区の地区会員増強委員長の支援で創立し、
例会日も月2回のクラブです。記事を一部紹介します。「新会員
募集の一大キャンペーンを行いました。ポストにチラシを入れ、
町にはポスターを貼り、地元紙に広告を出し、心当たりのある
人へは電話をかけ、地元のイベントに頻繁に参加、さらにソー
シャルメディアで大々的に宣伝したのです。」「毎月の例会を、
子供のいる会員にとって都合の良い、第1木曜日の夕方と第3
日曜日午後の2回に決めました。外部卓話者は、クラブの活動
に直接関係がある人を4回に1回、招待します。」「例会場は、と
きにはロータリアンの家で、ときには地元のレストランで、ホテ
ル、書店またはコーヒーショップなど。例会に堅苦しい決まりは
ありません。」とあります（平成30年1月号）。
第2は、アメリカ、アーカンソー州の「ジョーンズボロＲＣ」です。
このクラブは、1919年創立の会員数131名という老舗のクラブで
す。記事では、「チーム対抗の会員増強キャンペーンを行いま
した。」「毎週、最新のスコアボードが発表され、チームと個人
上位者の成績が示されました。「特に考えが古くさい」という評
判を持つ創立98年目のクラブにとって、それはものすごい

楽しみとなりました。」「6週間のキャンペーンの間、クラブは76
人の会員候補者を受け入れ、24人の会員を入会させました。」
「全体的に高いポイントを獲得したチームに、他のチームがラン
チをおごりました。また新会員を入会させた会員には、他の会
員よりも高いステーキを出しました。」最後に「一つのチーム、一
つの家族として、全員が「夢」を得るのです。」と結んでいます
（平成29年12月号）。
第3は、アメリカ、ニュージャージー州の「セントラルオーシャン
ズトムズリバーＲＣ」です。このクラブは、会員数が18名に減少し
たときに3回のクラブ理事会で会員増強会議を行い、ロータリー
に入会する理由、そして会員であり続ける理由について話し合
い、会費を下げることで新しい会員を引きつけ、クラブの会員
構成を劇的に変えることにしました。記事では、「会員は、正会
員と法人会員がいました。法人会員は、地元の団体や企業が
会員資格のある従業員を決められた枠内で指名するもので
す。会費はどちらも半期399ドルです。」「クラブは、この他に3つ
の会員の種類を設けた。」
「1つ目は新会員。新会員は、最初の半期は99ドル、次の半期
は199ドルの会費を払います。そして入会した次の年から正規
の会費を払います。」
「2つ目は、正規の会費を払っている会員の家族への割引で
す。家族会員は半期ごとに199ドル支払えば在籍できます。」
「3つ目の会員種類はフレンドシップ会員と呼ばれます。これは
クラブを支援し、プロジェクト参加に興味がありつつも、例会に
出席することできない会員のために設けられました。フレンド
シップ会員の会費は、半期で249ドルです。」最後に「新しい取
り組みは成功でした。2013年時点で40歳未満は1人でしたが、
今は7人います。私たちのクラブは、女性会員数が地区で第1
位になりました。」と結んでいます（平成30年4月号）。
新入会員が入会したくなるような魅力あるクラブにしていこうで
はありませんか。
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名古屋テレビ塔(株)社長 名古屋RC 大澤 和宏 様
名古屋テレビ塔社長 大澤和宏氏をお迎えしました。
遠山堯郎
宜しくお願いします。
増田盛英
今日の卓話に大澤和宏氏をお迎えしました。
近藤大輔
昨日、子どもが9歳になりました。
無事ケガから復帰しました。いろいろとご心配お掛けして
山下智己
申し訳ございませんでした。
気候の変化が厳しくて体調を崩してしまいました。
永田聡子
早く治りますようニコボックスに奉仕します。
酒井俊皓
理事会欠席して申し訳ありません。
第35回例会を祝して
浅野信 浅野慎之 出口茂 不破直行 樋口昌男
細川雅也 加藤謙一 河合秀紀 河村直樹 牧野敬充
水野紀孝 奥村与幸 佐野洋一郎 菅原浩昭
鈴木達央 高木俊郎 高橋勝之 田中吉彦 横田成人
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R情報委員会より報告
～「ロータリーの友」おすすめページ～

田中 吉彦 委員長

【P7】青少年交換学生を受け入れる
当クラブの大チャンスです！！ロータリアンの高齢化によ
るホストファミリー不足でROTEXという団体を利用してい
るのが現状です。当クラブは平均年齢が低いことと、高
齢者の方も非常に元気なので、何かできるのではないか
と思います。
国際奉仕委員会より報告 野々垣 雄介 国際奉仕委員長
前回例会(4/19)に台北石橋RCが来訪され、意見交換会
を行いました。ご協力頂いた委員長の方々誠にありがとう
ございました。週明けに無事帰国された旨の連絡が入
り、カリー会長より日本語のお礼状を頂戴しましたことご
報告申し上げます。
幹事報告
髙木 勝 幹事
●5月ロータリーレート＝108円
●5/1～9/30までクールビズです。
●例会前に第11回定例理事会が開催されました。
●例会後はCA、本次年度理事会(新旧理事会)が開催
されます。＠3階「松竹の間」
●次回例会5/17(木)12:20～13:30
＠ホテルナゴヤキャッスル3階「萩の間」
例会後は次年度予定者会議がございます。次年度役
員・理事・委員長予定者の方は宜しくお願い致します。

たということもありますが、安全な場所を選んだことには間違い
ありません。非常に安全な街であるということも言えます。太平
洋戦争ではものづくりの街であるだけに色々な兵器を作ってい
た為、アメリカの標的とされ、爆弾投下量は東京に続いて第2位
ですが、いち早く立て直したのは名古屋と言われております。
更には過去を遡って調べると、それぞれの年号で都市計画を
しており、名古屋は防災に強い街、安全な街と言われておりま
す。その中心となるのが久屋大通公園ですが、このような住宅
密集地に100メートル道路を作るのは如何なものかという批判
がありました。そこで市民のシンボルにしようと出来たのがテレ
ビ塔であったと聞いております。
テレビ塔は日本人にタワーというものはこういうものだと定義し
たことが評価されているポイントですが、事業性から見ると利益
があまりない中、あれだけの鉄塔を維持するのは並大抵のこと
ではなく、そのような事業を作り上げたこともポイントです。この
事業スキームが東京スカイツリーにも繋がります。
名古屋は平成28年に行われたアンケートで「訪れたくない・
魅力のない街No.1」になってしまいましたが、人口の減少から
見ると名古屋は有利です。更に、リニアが普及すると名古屋本
社の会社が増えると言われております。これを前提に名古屋の
中心にある久屋大通公園を世界一の公園にしようと取り組んで
おります。恐らく栄が一斉に動いてくると思われます。したがっ
て、名古屋は最も将来性豊かな大都市と言えます。まだ観光資
源となっていない施設もたくさんあり、いろいろ眠っております。
名古屋にとって日本一の大都市に向かう最大のチャンス、再
び新しい挑戦により名実ともに世界で活躍する国際都市名古
屋になることを祈念して終わります。ご静聴ありがとうございまし
た。

卓話「名古屋魂と名古屋の街づくり」
名古屋テレビ塔株式会社

(名古屋RC)

大澤

和宏 氏

みなさんこんにちは。
現在どこのロータリーも会員維持が大変であり、このような厳
しい中で新しいロータリークラブを創立されたことに敬意を表し
ます。また、大変和やかな会の卓話にお招き頂いたこと心より
お慶び申し上げます。ありがとうございます。
現在名古屋の近辺である大垣・岐阜・豊橋・岡崎・知多半島
など非常に厳しい状況が続いております。このまま進めば名古
屋駅は東京都名古屋区になるとよく大学の先生含めて言われ
ておりますが、これをどのように打破していくかという大きな課題
がありますが、本日は明るい話を主にしていきたいと思います。
3月28日に御園座の会場式典がございました。一時は不可能
とも言われる程に苦労されたとのことですが、名古屋財界の皆
様が大変尽力されて、再生・再建されました。このように不可能
を可能にする取り組みを名古屋はたくさんしてきました。それが
この不況知らず名古屋を作り上げているのではないかと思いま
す。
山車は現在の東海地域のものづくりの拠点に大きく貢献しき
ていると思います。まさに山車文化といって良い産業基盤が根
ざしたといえると思います。（福禄寿車 名古屋市中区 １６７６
年（延宝４年）製作、３４１年）この山車が残したであろう力である
新しいアイディアを生み出し、アイディアの実現を図る能力、困
難性を乗り越える熱意、チームプレイで地域の総力をあげての
取り組みが出来るなど、他の地域にはない職人の育成などを
積み上げて、この地域はあると思います。テレビ塔の原点も山
車にあると言っても過言ではないと思います。
400年ほど前にあった高台移転も、家康が対大阪で作り上げ

名古屋テレビ塔株式会社
大澤 和宏 様
本日は卓話にお越し頂き、
誠にありがとうございました。

会議等
▼例会前に第11回定例理事会が開催されました。
▼例会後に第6回ＣＡが開催されました。
▼ＣＡ後に本次年度合同理事会が開催されました。

次回例会【第36回通常例会】
日 時 ： 6月7日(木) 12時20分～13時30分
会 場 ： ホテルナゴヤキャッスル3階「松竹の間」
卓 話 ： 米山記念奨学会について
例 会 後 ： 次年度予定者会議(当日程に変更)
(次年度委員長予定者対象)

