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例会司会進行 野々山彰 会場監督 (豊田三好)
懇親会進行 永田聡子 親睦活動委員(名古屋宮の杜)

「奉仕の理想」唱和
会長挨拶
（豊田三好RC）鈴木克尚 会長

ご承知の方が多いかもしれませんが、当クラブは2017年1月に会員数
32名で始まり、まだ2才2ヶ月を迎えたよちよち歩きのクラブでございま
す。現在は44名となっております。そして更に新しい仲間を迎えられる準
備をしているところでございます。平均年齢は50.8才です。そういった面
では、以前、バリ―ラシン会長が講演中に会員数が120万人横ばいであ
ること、ロータリアンの高年齢化がすすんでいることを危惧されておりまし
たが、当クラブは今のところは大丈夫かなと思います。しかしその一方
で、創立当時からロータリー経験のないメンバーがほとんどです。ロータ
リー経験豊富な先輩方にご指導頂いておりますが、まだまだ精進を重ね
て勉強していかなければならないクラブだということも自覚しております。
そして、そのような意味では、本日は先輩である貴クラブとの例会、懇親
会でさまざまなことをご教授いただき、もう一回り大きくなりたいと存じます
ので、どうぞよろしくお願い致します。
最後になりましたが、多くの方にご参加頂けましたことに改めて感謝申
し上げまして挨拶とさせていただきます。本日はどうぞ宜しくお願い致し
ます。

ガバナー挨拶・講話
皆みなさん、こんばんは！
本日は名古屋宮の杜ロータリークラブと豊田三好ロータリークラブの合
同例会にご参加いただき誠にありがとうございます。本日、設営してくだ
さいました奥村会長率いる貴クラブの皆様、誠にありがとうございます。ま
た、本日は第2760地区2018-19年度ガバナー村井様におかれましては
大変お忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございます。この後ご挨拶
もして頂けるとのことですので、よろしくお願い致します。
そして、先月開催させて頂いたIMについて、貴クラブの皆様には多くご
参加いただき誠にありがとうございます。当クラブは会員数が20名で小さ
なクラブですが、約300名の方にご参加いただきました。昨年から準備を
すすめ開催に至りましたが、会員数の少ない当クラブは全会員参加致し
ましたが、やはり至らぬ点等もあったかと存じます。どうかお許し頂ければ
と存じます。
本日の合同例会は以前よりガバナーから分区内交流をすすめられて
おり、開催させて頂きます。当クラブは田舎にあるクラブで名古屋へでて
開催される例会への出席は数少ない為、参考にさせて頂きながら、皆様
との交流を深めて楽しい会にさせて頂きたいと思っております。この後の
例会、交流会と最後までお付き合い頂きますようよろしくお願い申し上げ
ます。

会長挨拶

（名古屋宮の杜RC）奥村与幸 会長

みなさん、こんばんは！
豊田三好ロータリークラブの皆様、ようこそ名古屋へお越しくださいまし
た。遠いところ本当にありがとうございます。感謝申し上げます。そして、
村井ガバナー、鈴木ガバナー補佐、中野分区幹事、大変お忙しい中お
越し頂き、心から歓迎申し上げますと共に感謝申し上げます。
豊田三好ロータリークラブの皆様、IM本当にお疲れ様でございました。
わずか20名の方であれだけのことを行われたことに改めて感服しており
ます。もっとたくさんの方がお見えになってお世話頂けたかと思っており
ました。本当に素晴らしい会でした。ご盛会であったこと心からお慶び申
し上げます。おめでとうございます。

第2760地区 2018-19年度ガバナー 村井總一郎 氏
みなさん、こんばんは！
本日は合同例会にお招きいただき誠にありがとうございます。皆様とこ
のように食事と懇談で分区内交流ができますこと嬉しい限りでございま
す。
今、3月11日の黙禱を捧げました。大変な災害でした。テレビでは数日
間ずっとこの特集が放映されております。私は当時、豊橋ロータリークラ
ブの会長をしておりました。クラブで基金を集めなければいけないという
ことでしたが、寄付となると集まりにくいので、春の親睦会を中止して基金
にあてました。今考えると中止しない方がよかったかなと思います。当時
は自粛、自粛でしたが、こういう時こそ経済を活性化させ、新たに募金す
べきではなかったかと思っております。やはり善意の気持ちとはこういうこ
とではないかと思いました。当年度では西日本豪雨がございました。その
時に皆様から寄付金を頂戴し地区でまとめました。しかし、集まったお金
をどこへ送ろうかとても悩みました。福岡、大分、広島、岡山、愛媛、岐阜
でも…各地で豪雨でした。他の地区も集めておりましたが、自分たちの
地区の災害なので、他へは出せない状況にありました。相談をして、広
島・岡山・愛媛へ被災割合で送りました。例えば、今当地区で災害が
あって、お見舞金が届いた場合、どうするのか、このシステムができてお
りません。ロータリーとして何ができるのか、何をすべきか、考えさせられ
る今日でございます。
続いてロータリーについてお話させてください。地区HP、ガバナー
ページ、パッチワーク、ガバナーだより…ご覧頂いたことのある方はい
らっしゃいますでしょうか。そのパッチワークではロータリーの豆知識につ
いて書いております。読んで頂けると少し理解が深まるのではないかと思
います。
さて、私はガバナーを務めてから、色々なところへ行き色々な方の意見
を聞いて参りました。歴の長い方は「ロータリーに違和感を持ち始めてき
ている」と、新しい方は「先輩方の仰っていることが分からない」という意
見が多くございました。まずは、新しい方のご意見についてですが、最近
入会された方は「ロータリーは奉仕する団体だ」と聞いて入ってこられた
と思います。困った人を助ける、奉仕をする仲間と一緒に行動したい、手
と手を取り合いたい、だから入ったのだと言います。全くそのとおりだと思
います。ある方は、ネットで調べるとロータリーは世界中で色々な奉仕活
動をしており、それに参加するには会員でなければならないから入ったと
言いました。それもひとつだと思います。あるいは、「JCや仕事上の関係
で入った。ゴルフ、旅行、グルメ会、同好会に参加していればいいや。」
という方もいらっしゃいます。次に、歴の長い方は「ロータリークラブとは
人が本来もっている優しさ、尽くしたい、役に立ちたいという見えない心
を育てていこう」ということを基本としております。そのひとつが職業を営
む中でその心を養っていくという職業奉仕の概念です。例えば、人に物
を売った時に買ってよかったと思ってもらえるように取扱説明書を丁寧に
書く、アフターサービスをする、長持ちする製品をつくるなど顧客満足度
を上げる行為が世の中の役に立つということを理解し、そうなりたいと思う
心を養っていく場であるということです。このように、一人ひとりが心を養う
ことができればいいのだと数十年前から発展してきたわけであります。

ROTARY CLUB OF NAGOYA MIYANOMORI
出席報告

浅野慎之 出席委員長
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このような考え方の相違からズレが生じてきておりますが、では、国際
ロータリーの動きはどうでしょう。国際ロータリーの動きは、多くの人に参
加してもらいたい。ロータリーマークを見ればどういうものかすぐわかるよ
うにしたい。これが公共イメージの向上です。歯車にROTARYとあったら
どういう団体なのか、一番はポリオを撲滅した団体だ！と思ってもらえるこ
とを国際ロータリーは狙っております。また、決議 23－34というものがあり
ます。本来は個人の問題であったが、社会奉仕を実験的に行ってみよう
という動きになりました。個人が色んな奉仕を勉強した上で実践として行
い、フィードバックし、それぞれの職業に取り入れてはどうかという意味で
すが、これは国際ロータリーから一度消えました。しかし、また戻ってき
て、手続要覧の一番始めに記載されております。その後、1992年にロー
タリーは社会奉仕を実験的にではなく、行っていくという動きになりまし
た。国際ロータリーは社会奉仕(国際奉仕)を広めていくよう動き出しまし
た。国際ロータリーは、皆で手をつなぎ、ポリオを撲滅しよう！恵まれない
人達へ水を与えよう！子どもの識字率を上げよう！母子の健康を守ろ
う！と言っております。その典型的な例が、2016年の規定審議会で取り
入れた「多様性と柔軟性」です。これは、多くの人に集まってもらおうとい
うことで例会を2回へ(あとの2回は奉仕活動しよう)、自由裁量権を取り入
れるなどして、若い方たちが入会しやすいように明らかにハードルを下げ
ました。その中で「補助金モデル」、「戦略計画」という言葉ができました。
これは、心が育つものではありません。これはクラブ強化とリーダーの育
成が目的です。しかし、日本の多くのロータリアンは心の問題であり、職
業奉仕が根幹であると、それぞれ職業が異なってもその中でもつ共通の
心を育てていこうと考えております。その心を育てるということは間違って
いたのか、これからそれは捨てていかねばならないのか。次年度ガバ
ナー、伊藤さんの方針もあるので詳しくはお話できませんが、私の個人
的な意見としては、絶対に間違いではないと思います。日本のロータリー
に根付いた風土であると考えます。
ガバナーは国際ロータリーの戦略を伝えます。心の問題であるロータ
リーの精神はクラブ会長が会員の皆と話し合っていったらいいと思いま
す。それを行うのは研修委員会です。出来る限り研修へ参加して、心を
養ってください。こういったことを行っていることは他の奉仕団体と違った
点だとも思います。以上で簡単な挨拶とさせていただきます。ご清聴あり
がとうございました。

ガバナー補佐挨拶
西三河中分区 2018-19年度ガバナー補佐 鈴木正輝 氏

先日の2月16日、各ロータリークラブ会長・幹事様、そして会員の皆様
のご協力をいただきましてなんとか無事終えることができました。本当に
ありがとうございました。この場をおかりして厚く御礼申し上げます。
本日の会は、私がガバナー補佐を受ける時の西三河中分区会長幹事
会で「是非交流をしよう」ということで開催に至りました。本当にありがとう
ございます。村井ガバナーが仰せのように分区内交流を積極的に行い
たい気持ちもありました為、開催に至りましたこと大変嬉しく思います。
半期が過ぎたところで村井ガバナーへお声がけしており、それ以降、
都度会う毎に「来られますか？」と聞いておりました。村井ガバナーは話
がお上手です。人を引き付ける力があります。是非お越し頂き、お話して
頂きたいと思っておりました。本日は本当にありがとうございます。懇親会
の途中で先に抜けられてしまうかもしれませんが、是非、皆様ご親交を
もっていただき素晴らしい会にしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致し
ます。
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浅野慎之 出席委員長

本日は合同例会にお邪魔しました。
残りの期間も皆と一緒に頑張りましょう。
2760地区 2018-19年度ガバナー村井總一郎 様
豊田三好ロータリークラブさんをお迎えして。
奥村与幸
豊田三好RCさんをお迎えして‼
本日は名古屋までお越し頂きありがとうございました。
初めての合同例会どうぞよろしくお願い致します。
豊田三好RCとの合同例会楽しみみしています。
三好という字を見ると母校を思い出します。
ちなみに、三好高校スポーツ課ラグビー部出身です。
町内会の役員会で早退します。
第56回合同例会を祝して

鈴木拓将
酒井俊皓
野村治
遠山堯郎

浅野信 浅野慎之 出口茂 現王園陽子 樋口昌男
加藤謙一 河合秀紀 水野紀孝 永田聡子 佐野洋一郎
髙木勝 高木俊郎 高橋勝之 髙山純平 田中吉彦

幹事報告
出口茂 副幹事
●4/14(日)13:00～17:00＠ホテルナゴヤキャッスルにて地区協議会が開
催されます。次年度役員・理事、委員長の方々はご出席お願い致しま
す。今週木曜を期日としメールでもご案内しております。
●3/14(木)10:00～植樹の立ち合いを行います。中部電力様より、駐車
場を貸し出して頂けるそうです。また立ち合い後に指令室の見学もさせ
て頂けるそうです。人数を把握されたそうですので、希望される方は事務
局までご連絡ください。
●3/28(木)17:00受付開始、17:30～スタート＠名城公園トナリノ内。多く
のご参加お待ちしております。
●3/末頃、台北石橋RC様へ訪問される方はよろしくお願い致します。
●4/12(金)分区ゴルフ大会へ参加予定の10名の皆様よろしくお願い致
します。
●次回例会4/4(木)12:10～13:30＠ホテルナゴヤキャッスル3階「松竹の
間」。台北石橋RC様と地区職業奉仕委員長の鋤柄様が来訪される予定
です。例会後は第10回定例理事会を開催する予定です。
閉会挨拶

（名古屋宮の杜RC）酒井俊皓 直前会長

本日は豊田三好ロータリークラブの皆様、本当にありがとうございます。
村井ガバナーを前にして挨拶するのは大変緊張します。
個人的な話ですが、三河育ちである為貴クラブへは親近感が湧いてお
ります。
最初に会長からお話頂いたように当クラブはまだよちよち歩きです。ま
た、村井ガバナーからお話いただいた、新しいロータリーと、前のロータ
リー、その狭間の中で強く進んでいこう！と思っております。打たれ強
い、負けないクラブでいようと思っておりますので、今後もご迷惑をおか
けすることがあるかもしれませんが、やんちゃな子どもだと思っていただ
き、温かく見守っていただければと思っております。豊田三好ロータリー
クラブ様の益々の御発展、当クラブの若い人たちの頑張りと、本日ご来
場いただいた皆様のご健勝を祈念して一本締めとさせていただき、閉会
の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

次回例会【第58回通常例会】
時 ： 4月18日(木) 12時10分～13時30分
（12時10分食事開始、12時30分点鐘）
会 場 ： ホテルナゴヤキャッスル1階「シャンボールの間」
日

