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第１９０１回例会 

     ２０１６年７月１１日（月）第２回                               
 

●点  鐘 会長 武田 英昭君 

●斉  唱 「それでこそロータリー」「浜辺の歌」 

●例会行事 新年度事業計画発表 

●ビジター 春日井ＲＣ 伊藤 純会長 

      春日井ＲＣ 成瀬 浩康幹事 

      名古屋城北ＲＣ 長谷川幸正会長 

      名古屋城北ＲＣ 舟橋 伸治幹事  

 ●司  会 ＳＡＡ委員 田中 秀典君 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 武田 英昭君 

 
会員の皆様、今日もお元気で例会に出席を頂き誠にあり

がとうございます。 

本日は、春日井ＲＣ伊藤会長、成瀬幹事、名古屋城北Ｒ

Ｃ長谷川会長、舟橋幹事が、来訪をされております。春日

井ＲＣ、名古屋城北ＲＣそして我がクラブは、「東尾張分区

内３ＲＣ」として30年の長きにわたり、他クラブが、羨

むほどの力強い連帯感と素晴らしい友好関係を築き上げら

れてきました。本年度も３RC の一員として新しい歴史を

築き上げ次年度に引き継ぎたいものと考えております。 

さて、本日の朝刊の第一面を昨日、投票日であった参議

院選挙結果で飾られておりました。今回の参議院選挙の第

一の話題は、政策の争点より、初めて国政選挙で18歳か

ら選挙権が与えられた事ではないでしょうか。 

世界 192 か国のうち 92％にあたる 176 か国が、18

歳までに選挙権が与えています。最も年齢が低いのは、オ

ーストリアでは、16歳、また、すぐお隣の北朝鮮は、17

歳で選挙権が与えられておりますが、民主的な選挙が実施

されているかどうかわかりません。一方で与えられている

年齢が最も遅いのが、25 歳で与えられるアラブ首長国連

邦で、選挙権が与えられたのは2005年でありますが、全

国民には与えられていない様です。これには、住民のほと

んどが外国人であることや、石油によって莫大な富がもた

らされることを背景として、年齢を下げる議論等は行われ

ていない状況の様でございます。 

この様に様々な事情で各国とも選挙権の年齢を決めてい

るようですが、世界の実情をみますと、今回の法改正で我

が国は、選挙権の年齢では、多数派の仲間入り、世界と肩

を並べることができたと考えてもよいかと思います。 

今回の選挙結果等については、総務省から正式発表があ

るかと存じますが、その発表の中には、必ず女性国会議員

比率が発表されます。現在の世界の女性国会議員の比率を

みますと候補者や議席の一定割合を女性に割り与える制度

「クオータ制」を取っているルワンダが≒64％、スウェー

デンが、≒45％、逆に、我が国と同じように法律型、政党

型等の「クオータ制」の制度のないフィンランドは、≒42％、

戦後、我国の選挙制度に大きな影響を与えたアメリカは、

≒18％、お隣の韓国では≒16％となっております。今回

の選挙結果では、詳細は調べておりませんが、我が国の女

性国会議員比率は、8.5％程度かと思います。 

安倍政権は、「2020 年までに指導的地位に占める女性

の割合を 30％」と成果目標を掲げておりますが、残念な

がら日本は、女性国会議員の数を見ても目標から随分取り

残されている状況です。 

同様に当クラブの女性会員の状況をみますと現会員 50

名のうち、女性会員は、1名、比率で2％です。本年度ク

ラブ重点項目の一つ、10 年度 20 年後まで輝けるクラブ

となる為に、女性国会議員と同じ8％を目標にクラブのリ

ーダーとなりうる女性会員を獲得し奉仕の輪の拡大を目指
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したいと考えております。 

 

 

また、本日は、先週に引き続き各委員会から事業計画の

発表をして頂く事になっております。本年度は、役員・理

事16名の内、当クラブの歴史を作り上げられた歴代パス

ト会長が、７名お見えでございます。既に、ロータリーク

ラブは、何をすべきか、また、クラブ運営とは、何かを熟

知されているパスト会長ばかりでございます。そして、近

い将来、当クラブのリーダーとなりうる方々に各委員会の

副委員長として担当願っております。パスト会長である各

委員長が、「ロータリーの夢」を大いに語って頂き、行動力

に溢れる優秀なる各副委員長が、新しい発想、企画を基に

会員、委員会メンバーと共に活動する従来の委員長の役割

を担っていただきたいと考えております。 

そのことが、当クラブのロータリーブランドの確立、ク

ラブ発展の為、また、当クラブが、10年後、50年後まで

輝けるクラブになる最も近道であると信じております。 

最後に、本日例会後、クラブ協議会が、開催されます。

クラブ協議会は、クラブ運営全般についての協議が行われ、

その結果を理事会に反映せせるものとされております。

RI2016 規定審議会が未来志向の数多くの決定を行った

ことにより、本年度はロータリー史においても最も進展の

年度になるといわれております。本日のクラブ協議会にお

いては、波多野直前会長を中心に当クラブとしての方向性

を見出す為の協議内容も予定されております。 

是非とも多くの会員のクラブ協議会参加をお願いしまし

て会長挨拶と致します。 

 

 

 

        委 員 会 報 告         

●出席報告 （栗田 和典委員） 

本日の例会 

会員数 50 出席率 88.64％ 

出 出席義務者 27 欠 

席 

者 

出席義務者 5 

席 出席免除者 12 出席免除者 6 

者 出席者計 39 欠席者計 11 

前々回例会（６月27日） 

会員数 51 出席率 100％ 

出 出席義務者 33 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 18 出席免除者 0 

者 出席者計 51 欠席者計 0 

●ニコニコボックス報告（稲熊 正徳副委員長） 

春日井ＲＣ，名古屋城北ＲＣより多額のニコを頂戴致しま 

した。 

春日井ＲＣ伊藤会長、成瀬幹事、名古屋城北ＲＣ長谷川会 

長、舟橋幹事の来訪に感謝して。 

                  武田 英昭 君 

春日井ＲＣ，名古屋城北ＲＣをお迎えして。 

                  田邊 雅彦 君 

世界大会にも参加させていただきました内孫雄吾が先月 

6月に結婚しました。 

                  伊勢村道雄 君 

社会奉仕活動にご協力宜しくお願いします。 

                  串田 正克 君 

今日も元気で！                  

               

石川 良治 君 市川 孝 君 伊東 由之 君

稲熊 正徳 君 稲吉 將秀 君 井上 政秋 君

入谷 宏典 君 内海 辰巳 君 金井 和治 君

川口 直也 君 北園 守生 君 串田 正克 君

國田武二郎 君 栗田 和典 君 近藤 和彦 君

三治 明 君 柴田 和宏 君 竹尾 悟 君

田中 秀典 君 土屋 範郎 君 照井 通夫 君

友原 寛之 君 中林 正人 君 波多野 真 君

早川 正倫 君 原田 好展 君 松本 雅人 君

村瀬冨三夫 君 安江 寛二 君 山内 佳紀 君 

  

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３５名  ５１，０００円  

本年度の協力累計          １３１，０００円  

 

 

 

 
 

 
伊東 由之クラブ広報副委員長 

 

 

 
原田 好展クラブ奉仕委員長 
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三治 明ＳＡＡ委員長 

 

 

 

 
串田 正克奉仕委員長 

 

 

 

 
杉本 敦永青少年奉仕委員長 

 

 

 

 

 
 

第１回クラブ協議会議事録 

                              

平成２８年７月１３日 

日時 平成２８年７月１１日（月）13：30～14：30 

場所 キャッスルプラザ ３階 菊の間 

 

田邊幹事の進行より、開会された。  

会長挨拶 本日は、ＲＩ2016規定審議会決定事項を中心

に協議を行なうと、お話頂き協議会を開始した。 

 

 

議題１、  

【ＲＩ2016規定審議会決定事項について】 

ＲＩ2016 規定審議会決定事項について波多野直前会

長より下記の３項目の詳細にわたる説明があり協議がな

された。 

① クラブ会員入会金の件 

② クラブ例会と出席に柔軟性を認める件 

③ 出席免除の規定を改正する件 

 

 

武田会長より、協議会では決定事項にはならないが、今回

は入会金に関して協議したいと話があり、複数の会員より

意見を聞き会が進行されましたが、名古屋空港ＲＣでは２

年前にも、入会金の金額の問題、年会費が高額ではないか

と、会員全員にアンケートをとり、現状のままの意見が多

数であった事もあり、入会にかかる費用も変える必要はな

いと言う意見が多数であり、頂く方向でとの意見が多数で

あった。 

 

議題２、 

【各委員会の上期の事業計画について】 

 

議題２については、時間の関係で次回に持ち越された。 

 

以上 

           議事録 松本雅人副幹事 

 

 

 

 

第1回 

 

〔開催日〕平成28年7月13日（水曜日） 

〔開催地〕春日井CC 

〔参加者〕22名 

 

優勝 ：伊東 由之君 

準優勝：柴田 和宏君 

３位 ：井上 政秋君 

 

第１回 ゴルフコンペが7月13日春日井カント 

リークラブにて開催されました。 

第１回コンペということもあって22名の方々に

参加していただきました。天候は生憎の雨模様で
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したが皆さんには楽しくプレーしていただいたと 

思います(十文字会 除く(笑)) 

今回初参加の國田武二朗さん次回からも 懲りず

に参加してくださいね🎵参加してるうちにスコ

アも安定してくると思いますし遠征ゴルフはもっ 

と楽しいですよ☺ 

さて今回の優勝は伊東 由之君 gross81Net64 

準優勝は柴田 和宏君 gross84Net68今年から

の賞の会長賞は井上 政秋さんでした。おめでとう

ございます。優勝の伊東君 次回コンペから副部長 

として賞からはなれて頑張ってくださいね

(笑)(笑) 

次回コンペは夏期遠征コンペです。8月3日4日

で三重県にあるメナード青山リゾートにてコンペ

を開催します 温泉施設も充実しておりリゾート

ですのでリラックス出来ると思いますので是非と

も予定を空けていただき一人でも多くの参加をお 

待ちしておりますので宜しくお願いします‼ 

 

                           ゴルフ部長 

 

                               太田 威彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


