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第63回例会

2019年7月4日(木)

司会進行 永田 聡子 会場運営委員長
国歌斉唱「君が代」、「四つのテスト」唱和
会長挨拶
加藤 謙一 会長

本日から入会しました。お世話になります。
堀江大介
宜しくお願い致します。
第63回例会を祝して
浅野信 浅野慎之 出口茂 不破直行
現王園陽子 河合秀紀 河村直樹
水野紀孝 永田聡子 佐野洋一郎 鈴木達央
高木俊郎 高橋勝之 田中吉彦
R情報委員会より報告
鈴木達央 R情報委員長
～「ロータリーの友」おすすめページ～

改めまして、こんにちは！
本年度会長を仰せつかりました加藤謙一です。
後ほど私の思いをしっかり伝えさせて頂きますが、皆様の
協力なくしては一年間やっていけないと思います。
どうぞ1年間宜しくお願い致します。
出席報告

河村直樹 出席委員長
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ニコボックス報告
河村直樹 出席委員長
・加藤会長、出口幹事の船出を祝して。
大口弘和
・堀江大介君ロータリー入会おめでとう‼
奥村直前お疲れ様でした。
加藤謙一
みなさん一年間よろしくお願いします。
ケンイチ君おめでとう。しっかりがんばって。
名古屋千種RC クラブ副幹事 松岡多加倫 様
牧野敬充
7月8日 次女ほなみの11才誕生日です。
奥村与幸
加藤年度を祝して
酒井俊皓
加藤船長頑張って下さい。
髙木勝
加藤会長、出口幹事の船出を祝って‼
加藤会長、出口幹事、新年度も楽しませていただきます‼
鈴木拓将
皆様どうぞよろしくお願い致します‼
大口創立会長を含めて4年目になりました。
今年も宜しくお願いします。
今日から入会の堀江大介さんを宜しくお願いします。
遠山堯郎
野村治
カトケン年度スタート
加藤会長、出口幹事はじめ新体制スタート
大谷まさみ
おめでとうございます。
野々垣雄介
山口泰弘さんの来訪に
楽しくなるロータリーをお願いします、加藤会長
安田保
当日(7/4)
前回(6/20)

P3【購読から講読、講読から好読～…】
本書をしっかり精読されている方はまだ中々いらっしゃらな
いかなと思います。最後の方に「ロータリーの友委員会の
方が日夜努力されているので、どんな読み方でもいいから
是非読んでください」と記載されております。年度も変わっ
たことですので、是非読む機会を増やして頂いて更にロー
タリーについて理解を深めていければと思います。
RCC(NGUラブリッジ名古屋)より報告
担当：堀田崇
7/13(土) 15時～ ＠名古屋市港サッカー場
7/20(土) 豊田市運動公園球戯場
今シーズン、2部昇格を目標として活動しております。今ま
で快調に首位を進んできましたが、ここ最近の数試合で勝
ち星をあげられず、2位に落ちてしまいました。
レギュラーシーズンあと3試合です。来週末に名古屋で1位
の選手と、7/20(土)は3位の選手と対戦します。この2試合
で昇格できるかの可能性を残せるかどうかという厳しい戦
いが待っております。是非会場に足を運んで頂き応援して
頂ければと思います。
新会員入会式（堀江大介 会員）

会長・幹事

バッチ伝承式

奥村与幸直前会長→加藤謙一会長・鈴木拓将直前幹事→出口茂幹事
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幹事報告
出口茂 幹事
●7月ロータリーレート 1＄＝108円
●本日より名札に記載のある所属委員会が当年度の内容
に変更しております。◎＝委員長、〇副委員長です。
●過日、郵送した新会員通知について、新会員名の名前
の漢字に誤りがございましたこと深くお詫び申し上げます。
修正箇所についてはメールにてご連絡しております。
●本日18時～プログラム委員会を開催致します。
●本日例会前に決算理事会が開催されました。また、例会
後は13:40～＠3階松竹の間にて第一回定例理事会を開
催致します。
●次回例会7/18(木)12:10～13:30＠ホテルナゴヤキャッス
ル3階「萩の間」卓話時間に地区大会のPRと決算・予算・委
員会方針についてクラブフォーラムを行います。(クラブ
フォーラムは全会員対象)例会前後は何もございません。
会長方針
加藤 謙一 会長

この度令和元年、2019-20年度・2760地区・西三河中分
区・名古屋宮の杜ロータリークラブ・第4代目の会長を仰せ
つかりました加藤謙一です。どうぞ、宜しくお願い致しま
す。
最近、ニュースでは香港の「逃亡犯条例」が騒ぎになって
おります。こういったことが我々日本人に欠けているのでは
ないかなと思います。かつて日本はそういったものがたくさ
んあったと思います。そういったアイデンティティを取り戻し
たいです。自分たちがロータリアンとして何を大切にして、
どんなロータリーを作っていくのかということを今年は考える
年度にしたいと思います。
定款を見直したり、新しい例会のスタイルを考えることも非
常に大切なことだと思うが、本当の意味でのロータリーの中
身を考えて、見た目や形を正しいものにするばかりではなく
我々が本当に目的をもってやりたいロータリーはどういった
ものかを考えていきたいと思います。
関わっている人たちが好き、何かこの仲間たちと一緒に
やりたいなどという思いが強く持てる団体、この仲間たちと
いると楽しく学びもたくさんある団体でありたいと思います。
最終的には人であり、そのつながりになると思うが、その
“人”がつくる世の中が自分を良くして、周りが良くなり、会
社が良くなり、社会を良くするという構図の中で、ロータリー
クラブの置かれている立ち位置を明確にしていきたいと思
います。例えば、ごみを拾う行動ひとつとっても、出来てい
ないから皆で集まって清掃活動をするのもいいが、家や会
社の周りのゴミを普段から拾っていることで、家族や会社の
人がゴミを捨てなくなる、拾うようになるであろうと思います。
また、当年度も植樹をする予定でおりますが、本当に1本の
木を植えるだけでいいのかどうか、地球における木の役割
を考える、木はなぜ大切か、環境破壊についてはどうか、と
いうこともしっかり考えるなど、心を育てていくということにも
取り組んでいきたいと思います。
仲間と楽しくお酒を飲むだけだったら、ロータリーという枠
組みは本当に必要なのか、年会費を払い継続していく意
味、ロータリーの伝統や常識を尊重して、それを基礎にす
るが、そこだけに縛られて、我々の大切な時間を、

参加し続けたいという気持ちを、どこに持っていくべきか考
えたいと思います。44名の会員がいれば、モチベーション
はそれぞれで、44通りあるかもしれないが、当クラブの目的
や意義を皆で一緒に探しながら、社会的存在意義や自分
たちの心のよりどころになったりなど、当クラブとして皆で一
緒に考えて、「宮の杜オリジナル」の構築につなげていきた
いと思います。そのような思いを持って方針を書かせてい
ただきましたので、後ほどご一読ください。
当年度RI会長方針は「ロータリーは世界をつなぐ」がテー
マになっております。その中で「ロータリーは家族です。」と
書かれております。同じく私も名古屋宮の杜が名古屋宮の
杜として「宮の杜ファミリー」を作りたいという思いを強くもっ
ております。全てにおいて親睦、人のつながりが重要だと
考えており、その部分をRI会長方針から引用しております。
我々は会員相互の親睦を強めて、横のつながりをもって、
自分たちがなにをすべきかを明確にしていきたいです。
伊藤ガバナー方針には「グローバルに考え 地域社会と
つながり ロータリーを成長させよう」とあります。もちろんそ
の方針に則り活動していきますが、当クラブはまだその手
前の段階なのではないかと思っております。走りながら考え
るといった点では、このようなことにも取り組みたいと思いま
すが、取り組みながらも軸足をクラブ内にしっかり置き、クラ
ブ内で何ができるのかを考えていきたいです。例えば、隣
に座っている人の職業や家族構成を知ったり、同年代の子
どもがいれば一緒に遊びにいくなど、そういったことの積み
重ねがクラブを強くし、その強くなったクラブが地域社会へ
の働きかけができると私は考えます。その為、ガバナー方
針を念頭に置きながら当クラブとしては「宮の杜オリジナ
ル」を構築していきたいと思います。
人生の中で何が一番大切かを問われた時、皆に共通する
と思うが時間が一番大切なのではないかと思います。お金
は使ったらまた稼いで増やすことはできるが、時間は使っ
たら戻りません。会員の皆様の大切な時間をいただく以上
は、何か得るものがないと意味がないと思うし、そういったこ
とを感じて楽しんで学んでいただける年度にしていきたいと
思います。
少し脱線しますが、2014年の年末頃、安倍首相と食事をす
る機会がありました。その時、「自分は総理大臣をしたこと
があり、辞任したからこそ総理大臣にしかできないことがあ
るということが分かった。だから今回の選挙に勝って総理大
臣になり、総理大臣にしかできないことをやりたい。その為
には自分の身が滅んでも構わない。」と仰せだった。たった
4人の前でこんなことが言えるなんて、と感銘を受けました。
そこまで大きなことを言えるわけではないが、何か新しいこ
とを始める時、決意や覚悟を必要とすると思います。実社
会や会社だとその覚悟に人がついてくると思うが、ロータ
リーはどこまでいっても任意の団体であり、私も遠山さんか
ら「今までにない新しいロータリーを作りたい。」と遠山さん
からお声がけいただいて、創立と共に入会しております。
例会が2回であることが新しいロータリーなのか、他のロー
タリーがしていないことをすることが新しいロータリーなの
か、私自身も何もわからない状態でした。そして今回の役
職を受ける時も甘えかもしれないけれど、楽しく過ごせるの
ではないかという甘く強い思い込みをもって今日ここに立っ
ております。皆様のおかげで新しい一年をスタートすること
ができました。勝手な思い込みからの勝手なお願いです
が、力を合わせて楽しい一年にしたいと思いますので、どう
ぞ宜しくお願い致します。
次回例会【第65回通常例会】
日 時 ： 8月1日(木) 12時10分～13時30分
会 場 ： ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ3階「萩の間」
内 容 ： 市川幾雄ガバナー補佐訪問
例会後 ： 第1回クラブアッセンブリー(役員・理事・委員長対象)

