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第１９４８回例会 

     ２０１７年９月１１日（月）第９回       

●点  鐘 会長 稲吉 將秀君 

●斉 唱 「奉仕の理想」「夏の思い出」 

●例会行事 ガバナー補佐訪問 

      ガバナー補佐卓話 

      鈴木 文勝ガバナー補佐 

      小酒井比呂志地区副幹事 

      上田 和志地区スタッフ 

      中村 明分区幹事 

      水野 満義分区副幹事 

 ●司  会 早川 正倫委員 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 稲吉 將秀君 

 
本日は鈴木文勝ガバナー補佐はじめ地区から５名の役

員・スタッフの方がお見えになっています。先程も福の

間で懇談会をさせて頂き大変有意義な時間を過ごしまし

た。詳細は後日皆さんにご報告させて頂きます。 

 さて本日は今年度のクラブ内のテーマである情報の共

有化と会員相互の意思疎通の為に今月度も先週開催しま

した当クラブの第三回理事役員会の議案について皆さん

にご報告いたします。本日皆さんに配布させて頂いたウ

ィークリーに議案とその結果につきましては記載させて

頂きましたので見て頂きたいと思いますが本日はその中

の重要項目１点について結果に至った経緯についてご説

明いたします。 

 それはロータリー ダイナースクラブ コーポレート

カードへの入会の件でございます。 

昨年からロータリーとダイナースクラブが提携をしてこ

のカードの発行が可能と成りました。ではこのカードの

特典や特長は何かといいますと、 

① 年会費無料。 

② カード利用金額の０．３％がロータリーに還元さ

れポリオ撲滅の活動資金になる。 

③ 銀行等で振込む時に必要な「振込手数料」が不要。 

他にも何点かございますので当クラブにおいても活用す

るメリットがあると理事役員会において判断され、使用

時期においては年度をまたぐ事もありますので、会長と

会長エレクト用の２枚を作成いたします。 

 今後全ての支払がこのカードに於いて可能になります

が、事務手続きの変更や支払先の了解の可否の問題もあ

りますので、今期は年末家族会「金額約１８０万円」な

どの大きな支払案件の何点かに絞り活用して問題点の洗

い出しと対策を行う次年度への検証期間と位置付けさせ

て頂きます。 

また一昨日地区審議会が名鉄グランドホテルで開催さ

れ当クラブから私が参加させていただきました。地区審

議会はＲＩ規定において年度終了後３ケ月以内にガバナ

ーが招集して議決する事になっています。構成はガバナ

ーと地区役員及び各クラブの会長をもって構成され、議

決権は議長以外の役員が各１票と各クラブに１票ただし

会員数２５名以上のクラブは２５人毎にさらに１票とな

ります。従って当クラブは２票の議決権があります。会

議では 2016-2017年度 地区資金決算書（案）総額

１１８，７５８，７５６円について詳細が報告され，特

に大きな問題もなく全て可決承認されました事をご報告

いたします。 

尚、詳細金額や内容につきましては事務局に資料がござ

いますので、興味等のある方はご確認下さい。 

 その後「地区指導者セミナー」がありＲＩ２７８０地

区の渡辺治夫パストガバナーより「クラブ運営とロータ

リーの多様性」と題して講話があり大変勉強になりまし

た。本日は時間の関係もありお話できませんが、日を改

めてご報告致します。 

 簡単ではございますが本日は以上３項目の報告をもち

まして会長挨拶とさせて頂きます。 
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        委 員 会 報 告           

●出席報告 （伊藤 康司委員） 

本日の例会 

会員数 5３ 出席率 79.17％ 

出 出席義務者 24 欠 

席 

者 

出席義務者 10 

席 出席免除者 14 出席免除者 5 

者 出席者計 38 欠席者計 15 

前々回例会（8月21日） 

会員数 53 出席率 95.92％ 

出 出席義務者 32 欠

席

者 

出席義務者 2 

席 出席免除者 15 出席免除者 4 

者 出席者計 47 欠席者計 6 

●ニコニコボックス報告（國田武二郎副委員長） 

本日は宜しくお願い致します。 

鈴木 文勝ガバナー補佐 

           小酒井比呂志地区副幹事 

           上田 和志地区スタッフ 

           中村 明分区幹事 

           水野 満義分区副幹事 

鈴木文勝ガバナー補佐と地区役員・スタッフの皆さんを 

をお迎えする喜びで。 

                 稲吉 將秀 君 

鈴木文勝ガバナー補佐をお迎えして。 

本日卓話宜しくお願いします。 

                 松本 雅人 君 

鈴木文勝ガバナー補佐をお迎えして。 

                 栗田 和典 君 

・秋立ちぬ熊野三山詣で道 

・秋詣で歴史辿るや高野山                 

                 太田 哲郎 君 

鈴木ガバナー補佐を迎える喜びで。 

                 金井 和治 君 

ガバナー補佐をお迎えして。 

                 安川 正勝 君 

 

 

 

今日も元気で！   

 

阿萬 裕子 君 石川 良治 君 石原 慎一 君

市川  孝 君 伊藤 康司 君 伊東 由之 君

稲熊 正徳 君 入谷 宏典 君 内海 辰巳 君

北園 守生 君 串田 正克 君 三治 明 君

柴田 和宏 君 高山 光雄 君 竹尾 悟 君

田中 秀典 君 田邊 雅彦 君 中林 正人 君

早川 正倫 君 原田 好展 君 堀塲 竜司 君

真城 壮司 君 安江 寛二 君 山内 佳紀 君

山田 幹雄 君  

 

御協力ありがとうございました。 

 

 

本日の協力  ３６名  ６５，０００円  

本年度の協力累計          ３８２，０００円  

 

 

 
串田正克カウンセラー・高天翔 米山奨学生 

 

 

 

 
皆さま、こんにちは。稲吉会長をはじめ、名古屋空港

ロータリークラブの皆さまには、今年度、多大なご支援

ご協力を賜りますことを厚く御礼申し上げます。 

今年度は、１１月４日にインターシティミーティング

（ＩＭ）が名鉄犬山ホテルにて開催いたします。３連休

のど真ん中の日程で大変申し訳ございません。基調講演

の講師の方との調整の結果このような日程になってしま

いましたが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

神野ガバナーからガバナー補佐訪問を各クラブ４回訪

問してくださいと要請がありました。その４回の内の１

回は、「ガバナー補佐公式訪問」として、事前懇談会と例

会卓話そしてクラブアセンブリーを持って欲しいとのこ

とです。いままでのガバナー補佐訪問が今年は“公式”

が付け加わりました。「ガバナー公式訪問」と間違え易い

かもしれませんがご理解をお願いいたします。他の３回

のガバナー補佐訪問には“公式”は付きません。貴クラ

ブにおかれましては、通常どおりの例会として進めてい

ただいて構いません。特別に挨拶などの時間を用意して

頂く必要はありませんが、こちらから数分用意して欲し

いとお願いすることがあるかもしれません。その折はご

協力をよろしくお願いいたします。 
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さて、神野ガバナー年度がスタートいたしました。新

年度がスタートして、何かとあわただしく気ぜわしい時

期だとお察し申し上げます。今日は例会の後に、クラブ

アセンブリーのお時間もご用意頂いていると思います。

長時間のお付き合いになりますが、良い時間を過ごさせ

て頂きたいと存じます。 

 

言うまでもありませんがガバナー補佐は、ガバナーと

クラブをつなげるパイプ役ですが、もう一方で、クラブ

の皆さまの色々なご意見を頂戴して地区の運営にそして

国際ロータリーの方向性に役立てていくことも大切な役

割ではないかと思っております。卓話の途中でも、クラ

ブアセンブリーの中でも構いません。ご質問、ご意見を

頂戴できれば幸いです。知識経験も未熟ではありますが、

お応えできるところはしっかりお応えしたいと存じます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

今年度イアン.ライズリーＲＩ会長は、会長テーマに、

Rotary : Making a difference , 

ロータリー：変化をもたらす とされました。そして、

ロータリーは、「どのような団体」であるかより「何をし

ている団体」かが大切であり、奉仕を通じて、人びとの

人生に変化をもたらす、それがロータリーであり、その

変化をもたらすロータリーの一員であることに、喜びと

充実感をもてる人、それが真のロータリアンであると説

かれています。 

 

 神野ガバナーはＲＩ会長のテーマを受けて、地区方針

を「今日からのロータリーを楽しもう！」とされました。

そして、自ら行動しロータリー活動の意義や楽しさを感

じましょう。 

その活動により自らが変わり、周りを変えていく力にな

り、クラブが輝き、クラブの発展につながると伝えられ

ました。 

 「１０年後２０年後も地区の輝きが持続可能である」

ためには、クラブが輝いていなければなりません。神野

ガバナーは、５つの行動指針を出されました。 

１．クラブ戦略委員会の設置  ２．クラブと地区

の行事へ積極的に参加 

  ３．周りへの積極的な働きかけ ４．ロータリーフ

ァミリーとの連携強化 

  ５．会員増強  の５つです。 

“行動指針”は、昨日までと違うロータリーを楽しむた

めの実践項目であるとご理解ください。 

 

行動指針のひとつめ、クラブ戦略委員会を是非設置をし

て頂きたい。これがガバナーの今年度一番お願いしたい

ことだと思います 

今年度ガバナー賞受賞の条件として、まず “クラブ戦

略委員会”を設置していることが前提条件になっていま

す。会員数が純増３％以上達成していても、米山記念奨

学金寄付が条件を満たしていても、クラブ戦略委員会が

設置されていなければ、ガバナー賞の受賞資格はありま

せん。 

それほど、クラブ戦略委員会を重要視されています。 

クラブ戦略委員会の目的は、クラブの将来のありようを

中期計画で策定しようとするものです。 

クラブは毎年、会長、幹事、委員長など組織が変わりま

すね。その単年度制の良い点、悪い点があります。世界

的にも変化の激しい時代は、会社経営のみならず、ロー

タリーも時代の変化への対応が求められています。 

ロータリーが今後も輝き続けるには、ロータリアンが

輝き続けるには、立ち止まって足元を見つめるタイミン

グが必要なのではないでしょうか。 

 

我がクラブは今のままで良いのか？ 我がクラブは輝

いているのか？ 

我がクラブは、自分は、どのようにありたいのか、ど

のように輝くのか 

 

 クラブ戦略委員会の設置が目的ではありません。  

クラブのビジョンをお考え下さい。 

 

国際ロータリーは、２０１３－２０１４年度から始まっ

た「未来の夢計画」から大きく変化いたしました。 「未

来の夢計画」はロータリー財団の変革であり、補助金制

度の変革です。 

以前は、ロータリー財団は寄付ばかり募って、その使途

が不明朗だと言われた時代がありましたが、「未来の夢計

画」によって大変明確になりましたし、補助金が大変使

い易くなりました。 

「未来の夢計画」は、世界のニーズをリサーチし、時代

の変化に対応するために組まれた制度です。 

「未来の夢計画」は、“選択と集中”です。世界にありと

あらゆる問題があることは容易に想像に出来ますね。そ

の問題すべてにロータリーが取り組むことは不可能です。

ロータリー財団の“選択と集中”は、重点６分野です。

①平和と紛争予防/紛争解決 ②疾病予防と治療 ③水

と衛生 

④母子の健康 ⑤基本的教育と識字率向上 ⑥経済と地

域社会の発展 の六つです。 

ロータリーは、この重点６分野の課題が解決されたら次

の分野を取組むことになると思います。 

ポリオ撲滅 END POLIOは、目前まで来ています。２

０１７年１月から６月の半年間で、パキスタンが２例、

アフガニスタンが４例、ナイジェリアが０です。２０１

６年１年間で、３７例発症がありましたが年々減少し、

世界中からポリオが完全に撲滅しようとしています。長

年のロータリーが取組んできた大変大きな功績となるこ

とでしょう。 

 もうひとつ、２０１６年の規定審議会で大きな変化が

ありました。規定審議会は３年に１回開催されます。２
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０１６年の規定審議会は、大幅な規定の見直しがなされ

ました。 

その大幅な見直しの目的は、クラブの裁量権の大幅な拡

大を認め、クラブの方向性を自ら決めることです。自分

のクラブを見つめ直し、クラブの活動の質を見直す機会

とすることです。 

そして日本だけの視点だけでは無く“世界の視点”で 、

ひとつの世代の視点では無くあらゆる世代の視点で、限

られた職業の視点では無くあらゆる職業の視点で、ロー

タリーを見つめ直すことが求められています。これがロ

ータリーの多様性を認めることなのでしょう。 

 

２ と ３ と ４ を飛ばして、５ の会員増強です。

いまは、拡大も重要ですので、 

拡大も追加しました。 

会員減少は、世界各国で見るとどうなのでしょうか？ 

先進国（富裕国）での減少が著しいと聞いています。日

本も欧州も、ロータリー発祥の国米国も減少しています。

片方で発展途上国は増加しているようです。 

これは私の勝手な感想ですが、富める国のロータリーが

貧しい国を支援することが求められているとしたのなら、

やはり先進国のロータリー会員の増強が必要なのだと思

います。 

５つの行動指針の、 

２．クラブと地区への積極的参加 に会員は是非積極的

に参加し、ロータリーを楽しんでください。 

３．ロータリークラブ以外の、地域コミュニティー、他

の団体などとパートナーシップを育んでください。ロー

タリーの認知度も高まります。 

４．ロータリーファミリーとの連携を強化しましょう。 

お願いすることばかりですが、 

My Rotarian の選任 および My Rotary への登録 

をお願いいたします。 

また、１０月１４日、１５日に久屋大通公園で開催され

るワールドフード+ふれ愛フェスタへのご協力ご参加を

お願いします。 

そして、イアンライズリーＲＩ会長が提唱する「一人一

本の植樹」の取組みもよろしくお願い致します。 

お願いだらけかもしれませんが、神野ガバナーの願いは、

各クラブが輝いてもらいたい、奉仕を通じて、今日から

のロータリーを楽しんでもらいたいということです。 

「奉仕を通じて ロータリー活動に 楽し

みを見出しましょう！」 

ご清聴ありがとうございました。 

国際ロータリー第２７６０地区 

２０１７－２０１８年度 

東尾張分区ガバナー補佐 

鈴木 文勝（小牧ＲＣ） 

 

 

◆9/21(火)18時～ 

ミッドランドスクエア 4F「バロン・ザ・ステーキ」

にて 

会員増強・公共イメージ・クラブ奉仕・国際奉仕 

・R財米山 合同委員会 

 

 
栗田和典クラブ奉仕委員長・副会長 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


