
酒井俊皓直前会長より奥村与幸会長へ

髙木勝直前幹事より鈴木拓将幹事へ

　
皆

一年間よろしくお願いします。

奥村会長、鈴木幹事の船出を祝して。

オクムラ、ヤバトン年度宜しくお願いします。

名古屋宮の杜RC丸奥村船長の船出です。どんな夢の国に

連れていってくれるのかな？

初回になります。緊張しております。お世話になります。

よろしくお願い申し上げます。

今日から新年度‼奥村年度もみんなで楽しみましょう‼

奥村会長、鈴木幹事一年間頑張って下さい。

新年度を迎えて‼

新年度が始まりました。一年間よろしくお願いします。

ゴルフコンペ優勝させて頂いたのに下期納会欠席して

すみませんでした。

第39回例会を祝して

2018年7月5日(木)

「君が代」斉唱、「奉仕の理想」唱和

　出席報告 　 　　　　　　　　　　浅野慎之 出席委員長

皆さん、改めまして、こんにちは。いよいよと言うか、ついにとい
うか、とうとうと言いますか、2018-2019年度を迎えることになりま
した。ここに至るまで、昨年の12月ごろから、ロータリー経験の
長い先輩方から、「会長職は大変だよ」あるいは「準備は始め
た？」などと激励のお言葉を頂きましたが、当の本人は、ロータ
リーの経験もなく、わかっていないので「何が大変なのか」が解
らなく、正直申し上げると「のほほん」としていました。
ところが、最近、わかったことは、私が茫洋と構えていられたの
は、酒井前会長が一度も「大変だ」と仰らなかったことが、その
理由であることでした。これは、私にとっての会長職＝酒井会
長だったからです。
しかし、このところの酒井前会長は「1年前と比較して、気が楽
になってきた」とのご発言から始まり、先日の下期納会では、
「実は、俺、この1年間ロータリーの酒席では、酔ったことがな
かったんだよ」と独り言のようなご発言もあり、「えっ！あれだけ
召上られても酔えない職責なの？」これは「とんでもないことを
引き受けたのでは」と考え始め、後悔先に立たずとの思いで、
今日を迎えてしまいました。しかし、お引き受けしたからには、
皆さんのお力添えを頂きながら精一杯務めて参りますので、よ
ろしくお願いします。
加えて、会長を務めさせて頂く初めての例会で、自分の出身会
社の後輩を、後ほどの入会式で迎えるのも、なにかの縁かもし
れません。私にとっては、記憶に残る例会となりました。

　さて、私のこの1年間の思いは、後程、お時間を頂いてお話し
ますので、まずは第一回の会長挨拶として、申し上げなければ
ならないことは、ただひとつです。それは、酒井前会長、髙木前
幹事への御礼です。この1年間、本当にお疲れさまでした。酒
井会長のリーダーシップと髙木幹事のフォロワーシップで、未
熟な私達を導いていただき、私達も少しずつですが、ロータリ
アンとして成長することができました。心から感謝申し上げま
す。有難うございました。お礼を申し上げながら、恐縮ですが、
お二人には今年度の素人会長・幹事をご指導いただきますよう
にお願いいたします。

　以上で簡単ではありますが、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。
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： 8月2日(木)　12時20分～13時30分
： ホテルナゴヤキャッスル2階「金の間」
： 鈴木正輝ガバナー補佐　講話
： 会長幹事懇談会　11時30分～12時00分

(対象者：会長・副会長・会長エレクト・幹事・次期幹事)

： クラブアッセンブリー　13時40分～15時00分
(対象者：役員・理事・委員長・入会3年未満の会員)

発行日：2018年7月19日(木)

日 時
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卓 話
例 会 前

　次回例会【第41回通常例会】

２０１８－２０１９年度国際ロータリー（RI）バリー・ラシン会長のテーマ
は、「BE THE INSPIRASTION」（インスピレーションになろう）です。具
体的なメッセージとして一番大切なのは、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。（クラブ計画書
P3抜粋）この場合の「INSPIRATION」とは、通常、私達が使う「インスピ
レーション＝霊感・思いつき」ではなく、「＝鼓舞、刺激、気づき」という
意味であり、「インスピレーションになろう＝刺激や活力を与える人に
なろう」と私は理解します。また、バリー・ラシン会長は、２０１８年国際
協議会RI会長エレクトによるテーマ講演で、「ロータリーの会員数は、
この20年間ずっと120万人程度で低迷しています。成長しておらず、
会員の高齢化が進んでいます。」と現状を危惧しています。（クラブ計
画書P5抜粋）
　そして、２０１８－２０１９年度２７６０地区村井總一郎ガバナーの地区
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！」
―ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう―です。これ
は、自分自身が活動している地域、生活圏、クラブなどでまずしっかり
と足元で奉仕の理念を学び、実践することを奨励しています。
　上記を踏まえ、
「２０１８－２０１９年度　名古屋　宮の杜ロータリークラブの計画及び目
標の要点」を下記のとおりといたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【記】
私達は、まだ発足して1年ちょっとの新しいクラブです。加えて、私を
始めロータリー経験のほとんどない会員が多数在籍しているクラブで
す。しかし、幸いにして、バリー・ラシン会長の危惧されていることとは
異なり、クラブの会員は日々成長し、平均年齢は40歳代を維持

例 会 後

しています。すなわち、私達には、時間という得がたい味方がついて
いるのです。そこで、２０１８－２０１９年度は「まずはクラブの活動を続
けましょう！」加えて、「ロータリーの理念をより深く学びましょう！」そし
て、仲間同士で刺激し合い(Be inspired by）「皆でロータリーの活動を
深化させ、もっともっとロータリーを楽しみましょう！！」

[行動指針]
１例会等への参加
当クラブは、RIの規約改正によって、例会を原則月2回とするクラブと
して発足しました。当クラブのメンバーの中には、ワークライフバランス
の担い手として寸暇を惜しみ、仕事と家庭生活を充実させている若い
会員もいます。例会を原則月2回としたことで、このような会員にもホー
ムクラブへの参加がしやすくなったと考えています。しかし、一方で、
一度の例会への参加意義が、その分高まっており、会員の参加への
高い意識と例会の内容の充実が、他のクラブ以上に求められていま
す。クラブ奉仕委員会には、例会への参加が楽しくなるよう、内容の充
実を図って頂きますようお願いします。加えて、会員の皆さんには委
員会、IDM、懇親会などへも積極的に参加することお願いします。ま
ずは、参加することを続けましょう。会に参加し、仲間と語らうことが
ロータリーの楽しさの始まりです。
２ロータリーの理念の会得
酒井前会長が昨年度の活動方針で示され、ロータリーの基本理念や
110年余の歴史を例会、IDMなどで、当クラブの経験豊富なお二人の
メンバーのご指導のもと学んできました。
しかし、私を始め全員が会得に至ったとは言える段階にはなく、今年
度も基本理念や歴史目的などを更に学ぼうと考えています。私も率先
垂範する所存です。
３奉仕活動
① 職業奉仕
ロータリーのIdentityとも１丁目１番地とも言われています。職業奉仕と
いう言葉は、ロータリーの専門用語であり、初心者には解りづらい言葉
です。それは、「職業」とは＝生きていくための所得を得る手段であり、
利潤追求の手段、すなわち自分もしくは自社のためのものです。一
方、「奉仕」とは＝世のため人のため、すなわち他人のためのもので
す。このベクトルの向きが異なる二つのものを合体させているので、言
葉そのものからは、理解がしにくいのだと思います。昨年度は、高木
前幹事から卓話として教授頂きましたが、理解するためには、まだまだ
学ぶ必要があり、例会・IDMなどで共に学んでいきたいと考えていま
す。
② 社会奉仕
発足間もない当クラブが、具体的な活動として、少しではありますが地
域・社会へ貢献できているのがRCCです。特に、OKUDA弁慶号（子
供たちに夢を）、わっしょい太鼓実行委員会（伝統芸能の継承）への
支援活動と交流は、形となっています。今年度は、RCC委員会には、
支援活動と交流を着実に深化させて頂きますようお願いします。
４親睦
１９０５年発足当時のロータリーは、クラブ会員が皆で仲良く助け合う
「親睦の世界」から始まったそうです。その意味においては、親睦こそ
がロータリーの原点かもしれません。
発足間もない当クラブでは、会員同士がお互いを理解しリスペクトする
ことも、まだまだ重要な課題です。私は、昨年度のクリスマス会で、会
員同士の距離がグッと近くなったことを感じました。今年度は、更に会
員同士が親しくなるよう、クラブ奉仕委員会には、夜間例会、家族会、
クリスマス会などの更なる充実を図って頂きますようお願いします。
５最後に
昨年度は、酒井前会長の指揮のもとクラブ戦略委員会を立ち上げ、
当クラブの３年間のビジョンを議論しました。若いクラブである私達は、
中期のビジョンを描き、複数年度で計画的に成長を遂げる必要がある
と考えています。今年度は、各委員会が中期ビジョンの目標へ到達す
るための、具体的な年度別のマイルストーンを描いて頂きたいと考え
ています。

最後になりましたが、「継続！そして深化へ！！」のスローガンのもと、
みなでロータリーを楽しみましょう。一年間、宜しくお願いします。

　会長方針「「継続！そして深化へ！！」
～ロータリーの理念を会得し、みなでロータリーを楽しもう～
　　　　　　　　　　　　　　　　　奥村 与幸 会長

①【P67】熊本地震の被災地でOKUDA弁慶号走る
今回、第3ゾーンの公共イメージコーデネーター補佐の山下皓
三氏（鹿児島西ＲＣ）の御世話により、第2720地区の公共イメー
ジ委員長・三村彰吾氏ら、「熊本りんどうロータリークラブ」の会
員が奉仕活動中で交流を深めることができた(提出原稿より割
愛された内容)
②【P33】村井總一郎ガバナー紹介

●7月ロータリーレート　1＄＝110円
●名札について、委員会を表記しております。◎＝委員長、〇
副委員長です。
●本日例会後、13:40～決算理事会(旧理事会)→14:00～定例
理事会を行います。
●次回例会7/19(木)12:20～13:30＠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)

当会に入会できたことを大変嬉しく思っております。毎年熱田
神宮に初詣に行っているのですが、その地で務めることにな
り、当会に入会する運びとなったことはひとつの御縁だと思って
おります。また、青少年奉仕委員長を務めるにあたり、子育て
真っ最中の私はまさに青少年と共に生きており、自分の子供も
素晴らしい青少年に育てられるよう、家庭も仕事も社会も全力
で務めてまいります。最後に、まさみのま＝「真心のま」、さ＝
「さわやかのさ」、み＝「みなぎる元気」をモットーにしておりま
す。これからどうぞ宜しくお願い致します。

　R情報委員会より報告　　　　山下智己 R情報委員長
～「ロータリーの友」おすすめページ～

　新入会員入会式　　　　　　　　  大谷 まさみ 会員

　幹事報告　　　　　　　　　　　　　鈴木拓将 幹事
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