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出席報告

第41回例会

2018年8月2日(木)

司会進行 河合 秀紀
「君が代」斉唱、「それでこそロータリー」唱和

当日(8/2)
前回(7/19)
前回(7/19)

会長挨拶

R情報委員会より報告

水野紀孝 出席委員
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奥村 与幸 会長

ニコボックス報告

皆

堀田崇

～「ロータリーの友」おすすめページ～

浅野慎之 出席委員長

猛暑の中、いよいよ西三河中分区のガバナー補佐訪問が
始まりました。RI国際ロータリーバリ―・ラシン会長の「インスピ
レーションになろう」、2760地区村井ガバナーの「あなたの街
でロータリーを、あなたの街からロータリーを」の活動方針を
すこしでも皆様に理解して頂ける様務めて参ります。
この1年間、奉仕の理念を学び実践し、活動の輪を広げま
しょう。そして、ロータリーを楽しみましょう。
ガバナー補佐 鈴木正輝様
地区副幹事 佐藤裕彦様、地区スタッフ 岡田直樹様
分区幹事 中野喜之様、分区副幹事 鬼頭伸和様

R情報副委員長

（つづき）

ます。ロータリーが組織として強くなって活動の幅を深めて
いくためには、女性をもっと勧誘していくということも大事な
のではないかと思います。皆さんも是非ご一読ください。
幹事報告
鈴木拓将 幹事
●8月ロータリーレート ＄1＝112円
●本日配布した映画の広告について「ブレスしあわせの
呼吸」はポリオサバイバーの実話に基づく映画で
す。9/7公演開始です。
●10/6(土)10時～＠日本棋院本院1階対局室にて囲碁
同好会全国大会が開催されます。興味のある方は事務
局にお問い合わせください。
●本日例会前に社会奉仕＆RCC委員会が開催されまし
た。
●本日例会後13:40～15:00＠2階「ル・パレの間」にて
CAを行います。
役員・委員長の皆様は宜しくお願い申し上げます。
●事務局夏季休暇は8/13(月)・14(火)・17(金)です。
●次回例会は8/16(木)12:20～13:30
＠ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ3階「松竹の間」
出口茂会員より卓話して頂きます。
例会後は第2回定例理事会を開催致します。
卓話「ガバナー補佐より講話」
ガバナー補佐

鈴木正輝 氏

鈴木ガバナー補佐をお迎えして
奥村与幸、酒井俊皓、鈴木拓将、遠山堯郎

皆さん、こんにちは。
本日は、ガバナー補佐 鈴木正輝（すずき まさてる）
様、地区副幹事 佐藤裕彦（さとうやすひこ）様、地区ス
タッフ 岡田直樹（おかだ なおき）様、分区幹事 中野
喜之（なかの よしゆき）様、そして分区副幹事 鬼頭伸和
（きとう のぶかず）様にお越しいただいております。ようこ
そ、宮の杜ロータリークラブへ。そして、会員一同を代表
して御礼を申し上げます。ありがとうございます。
したがって、私の本日の挨拶は「鈴木ガバナー補佐を
お迎えして」です。
ご経歴は、後ほど鈴木幹事からご紹介させていただきま
すが、私の記憶が正しければ、当クラブの初代会長の大
口クラブアドバイザーと大学のご同期でいらっしゃると思
います。私は、本日も含め何度かお話をさせて頂いてい
ますが、大変優しく新米会長の私をご指導いただき、感
謝しております。優しくして頂いているんで、言うわけで
はありませんが、写真より実物のほうが良い男ですね。
ご本人は、ガバナー月信7月号でRI会長テーマは、「イ
ンスピレーションになろう」です。村井總一郎ガバナーの
地区活動方針は、「あなたの街でロータリーを！あなたの
街からロータリーを」です。行動指針として分区内活動交
流を目玉の一つに挙げてみえます。
そして、今年度、私は分区内の岡崎と豊田と名古屋の
各ロータリークラブ間交流や会員間の交流に協力させて
いただきます。そして、会員の皆様にはIM、WFF、地区
大会へのご参加をお待ちしております。とおっしゃってい
ます。本日は、これらの話も踏まえ、ご指導いただけると
思っておりますので、どうぞ、よろしくお願いします。
今日は、出来ましたら少しでも多くの時間でお話を頂
戴したいと思いますので、簡単ではありますが、以上で、
本日の会長挨拶といたします。ご清聴有難うございまし
た。

ロータリーに今日から入会することになり
大変うれしく思っております。
現王園陽子

初めての参加になります。宜しくお願い致します。
髙木宏動

お盆中に長女が3歳の誕生日を迎えます。
水野紀孝
ありがとうございます。
日々暑いですので熱中症にお気をつけ下さい。
渡邉大祐

お盆休みがもうすぐです！
出口茂

台風12号、名古屋の被害が少なくてよかったですネ。
被災された方におかれましては1日も早く平和な時間と
大谷まさみ
空間が訪れますように…
第41回例会を祝して
浅野信 浅野慎之 不破直行
河合秀紀 河村直樹 小林弘和
永田聡子 大野将義 佐野洋一郎
鈴木拓将 高木俊郎

R情報委員会より報告

堀田崇

堀場和孝
牧野敬充
鈴木達央
山城徹也

R情報副委員長

～「ロータリーの友」おすすめページ～

【P7～22】会員増強特集
組織というのは絶対的な人数を要するということと、多様
性を受け入れるということかなと思います。女性会員
(P16)についての記事を読むと世界の女性会員比率は約
20％に対し、日本が約6.6％となっております。当クラブ
は会員数45名中3名の女性会員でぴったり6.6％となっ
ております。記事を読むと入会した女性たちがいろんな
ことを乗り越えて頑張ってらっしゃることがよく分かり

ガバナー補佐(※1参照)、ガバナー(※2参照)紹介。
RIの会長をご存知でしょうか。バリー・ラシン氏です。病院長
を37年間努めて、退職後にRI理事を経て、現在のRI会長に
至ります。
ここで質問です。バハマという国はご存知でしょうか。バハ
マはキューバの上にあります。2014年5月6日に行く機会が
ありました。島自体は非常に綺麗なグリーン、海岸線は白、
海はエメラルドグリーン、その奥はもっと深い青色になって
おり、素晴らしい所です。
さて、今年度のRI会長テーマは、「BE THE INSPIRATION
～インスピレーションになろう」でございます。このテーマを
元に、村井ガバナーは、「今、世界のロータリー活動が変化
してきている」なぜならば、「多くの人と手を取り合いながら
奉仕活動を進めていく世界のロータリー観」と「各自の職場
で事業活動を通じて実践する・・日本のロータリー観」との違
いがあり、今の日本のロータリー活動のあり方について考え
る必要が出てきた。さらに、第2760地区の各クラブは、RIの
方向性をしっかり理解したうえで、クラブと言う単位を大切に
して、例会をしっかり行ない、独自の特色を持った奉仕活動
をしていって下さいと言ってみえます。

～バリー・ラシンRI会長のテーマ講演より～
マザー・テレサの話を引用されて、「世界を変えたいなら、う
ちに帰って家族を愛しなさい。まず、自分を変えることから
始め、そこから外に向かって努力しなさい」と言われました。
このことは、ロータリーの組織を支える際に、私たち会員全
員が心に刻む必要があります。
～バリー・ラシン R I 会長のメッセージ～
一番大切なのは、前向きな変化を生み出し、私たちが今日
直面する課題に勇気と希望、そして創造性をもって、正面
から立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、そして組織全体
から引き出すための 『インスピレーション』となる必要がある
のです。
～バリー・ラシン R I 会長の言葉～
ロータリーでは、何がインスピレーションとなるか、つまり、何
が刺激となり、前進の活力となるかは、人によって違いま
す。私達の多くにとって、この30年間にロータリー全体を一
つに結び付けてきた活動が「ポリオ撲滅運動」で、これがイ
ンスピレーションとなってきました。
～インスピレーションとは～
「第六感」や「ひらめき」と言われます。(理屈でなく本質をつ
かむ)
鼓舞する・・やる気を起こす・前進する活力が出る。
刺激となる・・何かを気付かせる・問題定義をする。
～インスピレーションなろう～
当地区では、「インスピレーションを〇〇する人になろう」と
読み替えます。
例えば… 「前進する活力を感じる人になろう」「 気づきや刺
激を与える人になろう」と読み替えます。あなたならどんな言
葉を選びますか？考えてみてください。
～村井ガバナー 地区活動方針～
『あなたの街でロータリーを！あなたの街からロータリーを !
』（ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしましょう）
理念をどこで学ぶのか？・・・例会の中から、他クラブの例会
からと学ぶ。
奉仕の実践はどこで示すのか？・・・まず、あなたの街で、そ
して、あなたの街から示す。
街とは・・・活動の拠点、生活圏、サイト、クラブなど。
自分自身が活動している街、地域、生活圏、クラブで、まず
しっかりと足元で・・・奉仕の理念を学び、実践しましょう。そ
して、その活動を多くの奉仕の仲間と手をつないで、あなた
の街から広げていきましょう。そして、インスピレーションにな
りましょう！（前進する活力を感じたり、与える人）
～奉仕の理念を学ぶ機会として、
他クラブの例会に出席しましょう～
他クラブの例会に出席し、他クラブの活動に触れたり、見た
り、情報を交換することで、その良さを知り、自分のクラブの
良さを再発見することが出来ます。クラブの先輩会員は、新
会員に同行してあげて下さい。新会員に対しては地区から
ビジターフィを補助します。
～第2760地区 村井ガバナー行動指針～
①分区内交流活動を行おう。
・近くのクラブの例会に出席しましょう。
・卓話者の交換をしましょう。
・2クラブでのガバナー訪問の場合は合同例会でホストの交
換をしてみましょう。
・昼例会の方は夜間クラブに出かけてみましょう。
（若い会員の 他クラブへの出席推奨）
・対象者は入会 3年未満の新入会員。
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・お一人年間 3回まで地区がメークアップ料の補助。
・原則分区外(地区内に限る)の補助は 1回に限ります。
・通常の卓話例会 (60分間着席) が対象となります。
・地区大会、I.M、合同ゴルフコンペ等は対象外です。
・ビジターフィーは実費 (領収書額) とします。
②工夫した例会を開催しよう。
・笑いのある、私語の無い楽しい例会をしましょう。
・入会式は心に残るセレモニーにしましょう。
・会員のショートスピーチで和やかにしてみましょう。
・たまにはロータリーソングの 2番・3番の歌詞も歌ってみ
ましょう。
・童謡や叙情歌、歌謡曲なども良いでしょう。
③地区のHPに活動を載せよう。
1.クラブ事業について
クラブ事業を地区ホームページに乗せましょう。(400文字
程度＋写真数枚)
2.分区内交流について
入会 3年未満の方に、実際にメークアップをしてみてどう
感じたか等の記事作成のご協力。(400文字程度＋写真
数枚)
→ガバナー月信へ掲載させていただきます。
④会員増強を行おう。(女性と若い会員)
・女性会員や若い会員を増やしましょう。
・魅力あるロータリー活動をしましょう。
・ローターアクトクラブ・インターアクトクラブの会員増強に
も協力しましょう。(新クラブ設立の努力をしましょう)
⑤ポリオ撲滅に貢献する活動をしよう。
・ポリオ例会をしましょう。
・地区委員会からポリオの卓話者を呼びましょう。
・会長スピーチでポリオ撲滅を取り上げて下さい。(短いビ
デオの用意もあります)
2018年1月1日～6月19日現在、パキスタン3名、アフガニ
スタン8名、世界合計11名になっております。
（WFFについて）
10月27日(土)・28日(日)＠名古屋・栄・久屋大通公園に
て開催されます。
今年度の西三河中分区ブースは
【豊田とみよしの特産品】
≪目的と意義≫
目的は2つです。1つ目は、ファンドレイジングです。※イ
ベントを行って得た収益で、何か事業をする。言い換え
れば、収益を得るためにエベントを行い、その収益で本
来の事業を行う。
2つ目は、ロータリーの公共イメージの向上です。
もう一つ大きなことがあります。それは、インターアクト、
ローターアクト、米山留学生、青少年交換学生、等の
ロータリーファミリーの皆さんがロータリーの皆さんと会う
ようで、会う機会がない。
このWFFをきっかけに、一緒に、一つのことをやる、ロー
タリーファミリーが、一つにまとまる素晴らしい機会だと思
います。WFF副委員長 福田哲三(名古屋和合RC)様が
お話になってみえます。
この事業の収益金は ポリオ撲滅や、カンボジア、ミヤン
マー、フィリピン等の恵まれない人々のための、簡易水
道、トイレ、貯水タンク設置、教育の支援、等と言った事
業に使われてきました。
⑥ロータリーデーを楽しもう。
ロータリーデーとは日々行っている活動を地域の人々に

紹介しましょう。
そして、入会への関心を高めイメージの向上を図るの
が、ロータリーデーです。
クラブと地域社会とのつながりを築き、変化への行動力を
生み出すための、ロータリーデーを実施しましょう。
⑦ガバナー特別賞、ロータリー賞へ挑戦しよう。
≪ロータリー賞≫
1.クラブのサポートと強化。(3項目を達成)
2.人道的奉仕の重点化と増加。(3項目を達成)
3.公共イメージと認知度の向上。(3項目を達成)
※詳細は地区便覧に記載されています。
⑧その他
・ガバナー月信を読みましょう。
・地区のHPにクラブの奉仕活動を1つ以上載せましょう。
・My ROTARYの登録率を上げしょう。

※1

※2

～地区大会へのご参加～
・月日：2018年11月10日(土)～11(日)
・会場：蒲郡市民ホール
※ 11月10日(土)午後 青少年フォーラム
～I.Mへのご参加～
・月日： 2019年2月16日(土)
・場所：名鉄トヨタホテル 7階
・ホストクラブ：豊田三好RC
・内容：青少年活動について
～ゴルフ大会へのご参加～
・月日：2019年4月12日(金)
・場所：葵カントリークラブ
・ホストクラブ：岡崎南ロータリークラブ
～村井總一郎ガバナー訪問～
・月日：2018年9月6日(金)
・場所：ホテルナゴヤキャッスル
是非、ご参加ください。
ご清聴有難うございました。今期1年、いろいろとお世
話になりますがよろしくお願い致します。
最後にWFFについて
地区副幹事

佐藤裕彦 氏

地区からWFFについてお願いです。
海外の方に「日本の皆さんはどのようにファンドレイジン
グをしているのか？」と聞かれます。その際には、「会費
の一部をポリオなどに拠出している」と申します。そうする
と「あぁ、そうなんだ…」という反応をされます。世界の
ロータリーはロータリアンがお金をだすのみでなく、ロー
タリアン自ら色んな地域で様々な活動を行うことにより、
ファンドレイジングをして、その資金で奉仕活動を行って
おります。日本ではそのような活動を代表する行事がこ
のWFFです。様々な形で協力依頼をさせて頂きますが、
その中のひとつである、協賛広告にご協力頂きたく存じ
ます。そして、是非参加していただき、地域の方と楽しん
で頂ければと思います。参加するにあたり2,000円分のチ
ケット(内400円分は寄付、1600円分が購入券)を1人あた
り2枚ご購入いただきたく存じます。
最後に、地区大会ですが、多くの方々に参加頂き、
ロータリーを楽しめれと思っております。以上です。あり
がとうございました。

お越し頂き、ありがとうございました。

次回例会【第42回通常例会】※ガバナー公式訪問
日 時 ： 9月6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「萩の間」
卓 話 ： ガバナーより講話
卓 話 者 ： 村井 總一郎 ガバナー
例 会 前 ： 会長幹事懇談会
→会長・幹事のみ対象
可能な限り、ホームクラブの出席をお願い申し上げます。
やむを得ず欠席をされる場合には他クラブのガバナー公式
訪問日にビジターとしてご出席ください。皆様お忙しいとは
存じますが何卒宜しくお願い申し上げます。
発行日：2018年8月16日(木)

