第１９８５回例会
２０１８年８月２０日（月）第６回
●点
鐘 会長 山北 秀和君
●斉
唱 「我等の生業」「我は海の子」
●例会行事 ガバナー補佐公式訪問
ガバナー補佐卓話
●ビジター 加藤久仁明ガバナー補佐
縣 政之地区副幹事
岩瀬 清 地区スタッフ
成瀬 浩康分区幹事
大原 泰明分区副幹事
●司
会 中林 正人委員長
会長挨拶
名古屋空港ロータリークラブ会長 山北 秀和君

まずは、
先日 8 月 8 日に初めて開催したグルメ会 多数
のご参加ありがとうございました。楽しく親睦を深める
ことができたと思います。今回のお店は、予約が取れな
いお店ということで有名で 参加の皆さんは、ご家族や
会社の皆さんの為 予約をして帰られました。
本日お越しの加藤ガバナー補佐もグルメでありまして
本年度会長幹事会は 有名なお店を加藤ガバナー補佐が
セッティングされました。ありがとうございます。
グルメつながりですごく親近感がわいています。

本日は、
リニア中央新幹線についてお話させてください。
リニア中央新幹線が開通すると東京～名古屋が４０分で
結ばれ大阪も含めて「スーパーメガリージョン」
（巨大経
済圏）が出来るようです。アクセスの向上はヒトや需要
を吸い取られるリスクも考えられます。名古屋・東京・
大阪を比較すると
① 人口
愛知７５３万人・東京都１３５３万人・
大阪府８８６万人
② 人口労働力 愛知４０１万人・東京都７７６万人・
大阪府４４７万人
③ 平均月収 愛知 31.4 万円・東京都 37.3 万円・大
阪府 32.6 万円
④ 通勤時間 愛知２８分・東京都４３．８分・大阪府
３６．１分
⑤ 住宅地平均価格 名古屋市 17.2 万円・東京２３区
54.9 万円・大阪市 23.6 万円
⑥マンション賃料月額 名古屋市中区 6 万 1100 円・
東京港区 11 万 8900 円・大阪市中央区 6 万 4900 円
⑥ 高速道路渋滞による年間損失時間 愛知 51 時間・
東京都 151 時間・大阪府 84 時間
等比較と名古屋が住みやすい地域であるのが読み取
れます。
ここで私の職業不動産業界から見たリニア効果はどうで
しょう。
リニア中央新幹線の名古屋～品川間は約 40 分といわれ
ています。
これはどれくらいの時間感覚なのかというと、
関東圏なら JR 埼京線の大宮～渋谷間が快速で約 40 分
ですので、大宮で乗車して渋谷に着く前に名古屋まで到
着している計算です。いかに早いかがわかるでしょう。
この機動性の向上は、名古屋に拠点を置く企業にビジネ
スチャンス拡大をもたらす可能性があります。
これまで東京進出をためらっていた企業も、首都圏在来
線並みの移動時間で東京に着くことで、営業所の新設も
視野に入ってくるでしょう。名古屋にドミナント（地域
集中出店）展開している地元各種チェーン店も、東京ま
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で店舗網を拡大するかもしれません。逆に東京に本社を
置く企業も、本社機能の一部を名古屋に移す可能性があ
ります。

●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員）
ガバナー補佐より多額のニコを頂戴致しました。
加藤ガバナー補佐、縣地区副幹事、岩瀬地区スタッフ、
成瀬分区幹事、
大原分区副幹事ようこそおいで下さいま
した。歓迎いたします。
山北 秀和 君
加藤ガバナー補佐、縣地区副幹事、岩瀬地区スタッフ、
成瀬分区幹事、大原分区副幹事をお迎えした喜びで。
安川 正勝 君
加藤久仁明ガバナー補佐御苦労様。
石川 良治 君
ガバナー補佐訪問に感謝！
串田 正克 君
加藤ガバナー補佐をお迎えして。
波多野 真 君
加藤ガバナー補佐をお迎えして。
栗田 和典 君

名古屋～東京間の交流が活発になることで、オフィスビ
ルの空室率に貢献するなど、双方の不動産業界にとって
プラスになることは間違いありません。
多くの人の目が東京、名古屋の不動産に集中するという
ことであれば、途中駅周辺の不動産に着目するという手
もあります。現在、途中駅として決定している地域は、
神奈川県相模原市、山梨県甲府市、長野県飯田市、岐阜
県中津川市の 4 ヵ所です。この内、相模原市は橋本駅付
近に設置されることが決定しています。
所在地は相模原市緑区橋本ですが、相模原市が推進して
いる橋本地区整備計画の対象区域に入っています。整備
計画面積は 120ヘクタールという広大なものですので、
今後、不動産需要の高まりが期待できます。
リニア駅の設置には「直下型」と「分離型」があります
が、品川が品川駅地下に設置する「直下型」に対し、橋
本は JR 橋本駅と離れた地域に設置する「分離型」であ
ることも、新たな繁華街の創出という意味で注目できま
す。
リニアの夢は 2027 年の開通で終わるわけではありま
せん。
それから 10 年後の 2037 年には大阪までの延伸
が予定されています。全線開通後は東京～大阪間が 67
分で結ばれることになります。そのとき、不動産市場の
主役になるのが、リニア駅の設置が予定されている新大
阪駅（淀川区）周辺です。現在、投資家の目は名古屋に
注がれていますが、2037 年を見越して大阪の不動産に
着目する投資家が増えることでしょう。

今日も元気で！
阿萬 裕子 君
市川 孝
君
稲熊 正徳 君
稲吉 將秀 君
入谷 宏典 君
内海 辰巳 君
加藤 吉克 君
北園 守生 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
友原 寛之 君
中林 正人 君
原田 好展 君
堀塲 竜司 君
御協力ありがとうございました。
本日の協力
本年度の協力累計

３４名

伊藤 康司
井上 政秋
太田 哲郎
國田武二郎
鈴木 恵一
武田 英昭
照井 通夫
早川 正倫
山内 佳紀

君
君
君
君
君
君
君
君
君

５２，０００円
３３６，０００円

リニアは乗客のみならず、不動産業界の夢も乗せて走る
ことになります。
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●出席報告 （照井 通夫副委員長）
本日の例会
会員数
50
出席率
79.54％
出
出席義務者 24 欠
出席義務者
9
席
出席免除者 11 席
出席免除者
6
者
出席者計
35 者
欠席者計
15
前々回例会（7 月 30 日）
会員数
50
出席率
100％
出
出席義務者 33 欠
出席義務者
0
席
出席免除者 13 席
出席免除者
4
者
出席者計
46 者
欠席者計
4

中林正人君がマルチプルポールハリスフェロー
（７回目）になりました。おめでとうございます。
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を歌ってみましょう。今迄にない例会を企画してみまし
ょう。他クラブの例会に出るとヒントに成る事がたくさ
ん有ります。
「WFF に参加してポリオ撲滅に協力下さい」
「ポリオ撲滅の例会を行って下さい」
「ロータリーデーを
行い市民に PR してロータリーへの関心を高め、会員を
増やしましょう」
My ROTARY の登録率を上げ、ロータリー賞、ガバナ
ー特別賞に挑戦しましょう。
最後に、貴クラブが、素晴らしいロータリー活動の一年
を過ごされる事を祈念致します。そして、みんなでハン
ブルグの国際大会（2019 年 6 月 1 日～5 日）にハン
バーグを食べに行きましょう。

加藤久仁明 東尾張分区ガバナー補佐
2018－2019 年度 RI 第 2760 地区の村井總一郎
ガバナーの地区活動方針をお伝えに参りました。本年度
の RI 会長は、バハマ出身のバリー・ラシン氏です。彼の
RI 会長テーマは、BE THE INSPIRATIONN（インスピ
レーションになろう）です。インスピレーションを直訳
すると、第六感やひらめきですが、他に『鼓舞する』
『刺
激する』と言う意味があり、当地区ではこれを使い、イ
ンスピレーションを（
する）人になろうと読み替
えます。さあ皆さん今年一年、一人一人が私は（何々す
る）人に成ろうとの目標を作りそれに向けて進んで下さ
い。
『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！』が地区活動方針のテーマで、サブテーマ「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。村井ガバナーは長年、地区の職業奉仕委員長を務め
られ、その集大成のテーマがこれと聞いています。自ク
ラブ、他のクラブの例会に出席して奉仕の理念を学び、
あなたの街から奉仕の実践を示しましょう。
ガバナーは、
他のクラブの例会に出席せず、ネット等でのメーキャッ
プに憂いています。そこで、地区は入会 3 年未満のメン
バーが他クラブの例会に出席すれば、ビジターフィを補
助するシステムを今年に限り作りました。他クラブの例
会に出席して、他クラブの良い所を学びましょう。
「分区
内交流を活発にしましょう」
。
ガバナー訪問の組合せも親
子兄弟を変えて違う組み合わせにしました。これも分区
内交流を活発に進める一環です。招待クラブは年が明け
たらホストクラブを招待して交流を活発にして下さい。
又、卓話者交換をして下さい。卓話者リストは、各クラ
ブに配布してあります。
「工夫した例会を開催しょう」 笑いのある例会や、心
に残る入会セレモニー、ロータリーソングの 2 番・3 番

第２回クラブ協議会 議事録
日時：平成３０年８月２０日
場所：キャッスルプラザ ４Ｆ 菊の間
欠席：串田増強委員長、近藤公共イメージ向上委員長、
伊東国際奉仕委員長
議長：山北会長
司会進行役：安川幹事
１．開会
２．会長挨拶：山北会長
３．ガバナー補佐挨拶：
卓話ではご清聴ありがとうございました。笑いが取
れずに残念です。
各クラブで例会、委員会活動が異なりますので本日
は勉強したいと思います。
本日の朝交通事故ゼロ運動で朝１時間パトロールし
た時に聞いた話ですが愛知県でも熱中症の死亡者が
６０人いたとのこと。暑い日が続きますが気を付け
てください。
４．地区副幹事挨拶：
準備段階からご協力ご支援ありがとうございます。
クラブの活動はこれからだと思います。ＷＦＦ，地
区大会とあり地区大会は東三河の蒲郡が担当します。
９年ぶりの地方開催です。盛り上げるため沢山の参
加をお願いいたします。
５．分区幹事挨拶：
初めて挨拶をさせていただく機会をいただきました。
ＩＭはこちらの会場で開催となりますのでご協力を
お願いいたします。
６．議題：各委員会の活動方針並びに報告について
①会員増強委員会（稲吉ロータリー情報副委員長）
・会員増強：純増２名を目指します。先ずは１名が９
月にオリエンテーション実施し１０月入会です。
・ロータリー情報：マイロータリーの登録状況が昨年
１５％から現在６０％となりました。１００％登録を
目指します。
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・退会防止：例会欠席が多いと退会に繋がるため欠席
の多い会員に声掛けを行います。
◆ガバナー補佐アドバイス
・会員増強２名の目標は過去に６０名の在籍があっ
たことからすると少なく感じる。女性の増強にも力
を入れて欲しい。
入会金１５万円は高い印象がある。
春日井は３万円。貴クラブは名古屋での例会開催と
立地的に募集しやすいと思う。職業分類を決めて入
会されているように感じるが同業種３名の決まりも
関係なくなってきているので同業、他団体のつなが
りから広げて会員増強を行うことも可能だと思う。
・公共イメージに関して、貴クラブはピーアールが
出来ていると思うが更に全国的に名を広めていた
だきたい。
事務局を活用してマイロータリーの１００％の登録
を目指して欲しい。マイロータリーの活用向上を目
指す観点からＩＤ、ＰＷを事務局で管理して忘れて
も問題ないようにしていただいてはどうか。
◆地区副幹事アドバイス
・公共イメージの活動の空の日や豊山町との事業を
ロータリーデーにしてさらに広めていただきたい。
②公共イメージアップ委員会（近藤委員長が急病の
ため割愛）
③クラブ奉仕委員会
・出席（照井副委員長）
：例会の実出席率８０％以上
を目指します。
欠席者にはメーキャップを促します。
・ニコニコボックス（栗田副委員長）
：予算に対して
順調に推移しています。
④親睦活動委員会（原田委員長）
9/16 旭川全国空港フォーラムに会員 16 名、夫人
2 名の計 18 名で参加予定。期間中は「北の恵み食
べマルシェで混雑が見込まれているが 2,3 名の増員
は可能なため希望の方は連絡ください。
堀塲副委員長：旭川での服装はクールビズでノーネ
クタイ、クラブジャケット着用、新エンブレム着用
の予定。
旅程は旅行会社と打ち合わせし詳細を案内予定。
④ＳＡＡ委員会（中林委員長）
創立記念夜間例会も終了し予定通り運営できてい
る。
◆ガバナー補佐アドバイス
・貴クラブの出席率が素晴らしい。昨年ホーム例会
１００％の４名は素晴らしい。出席委員会のフォ
ローの仕方などを他クラブにも教えてほしいと思
う。
・すみれ会はどのような会なのか。
→山北会長：親睦会にあるすみれ会は会員の婦人
の会で次回は歌舞伎の観劇を行う予定。
すみれ会の予算は親睦委員会から出て
くる。奥様同士が仲良くなり積極的に

会員に帯同してもらう目的がある。
空港フォーラムは独特の会で他にはない仕組みな
ので続けていただきたいと思う。
◆地区副幹事アドバイス
・例会では私語もなくきちんとした印象を持った。
独自のゆるキャラやすみれ会など他にはない試みが
あり参考になる。
⑤社会奉仕委員会（井上委員長）
「事業計画書」の事業計画通り進めていく。
「社会
を明るくする運動」は 7/5 に実施済み
柴田副委員長：井上委員長のサポートをさせて
頂きながらしっかり学んでいます。
⑦ 青少年奉仕委員会（田中委員長）
「事業計画書」の事業計画通り進めていく。ゆる
きゃらの空太君は現在ホテルキャッスルプラザで
保管中、
年度が替わったので春日ｹ丘高校へ持って
いく予定だったが気温が暑いため保留中。
7/16 にウイル愛知でインターアクトの年次大会
が開催され参加した。
38 度の気温の中、高校生が一生懸命発表してい
た。
8/11～13 のインターアクトの夏合宿があり北
園副委員長が参加した。
⑦職業奉仕委員会（内海委員長）
「事業計画書」の事業計画通り進めていく。
入谷副委員長：内海委員長の指示に従い各事業を
実施する。
⑧国際奉仕委員会（安川幹事）
４つの海外姉妹クラブとの関係の継続していく。
7 月にマカティウエストの会長交代式へ参加。11
月香港の周年記念式の参加を予定。来年の当クラ
ブの 45 周年をアピールしてくる予定。
◆ガバナー補佐アドバイス
・社会奉仕活動は他クラブと地域がバッティングす
る中での活動だと思うが上手く運営されていると思
う。
城北 RC との共同開催は社会を明るくする活動のみ。
地区補助金の活用方法を他のクラブへピーアールさ
せていただきたいと思う。また４クラブの会長幹事
が４か月に 1回会合を行っているので４クラブでの
活動を行うのも良いと思う。
・青少年活動の RYLA は各クラブが参加できるので
活用してはどうか。春日井はガールスカウトを行っ
ている。
RYLA へは１クラブ１～２人まで参加可能なので
調整できればよいと思う。
・職業奉仕の活動として４つのテストを第一例会で
唱和してもらっているが是非２番、３番も唱和して
欲しい。
また、ガバナー訪問の時には２，３番の唱和をして
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いただきたい。
・国際奉仕について貴クラブは充実していると思う。
グローバル補助金の利用を検討して欲しい。
→フィリピンから日本での活動のフォローにつ
いてオファーは出ている。来年両方周年のため
実施したい。
春日井 RC でもフィリピンからオファーがある。
自分は指導をする立場なので事業内容が決まれ
ばフォローしたい。
⑧ Ｒ財団・米山奨学委員会（鈴木委員長）
ポリオ撲滅寄付の実行。マルチプルポールハリス
フェローの 7 回目達成者が出ました。
石川副委員長：鈴木委員長のもと進めていきます。
（市川副委員長）
：決められたことは遂行し来年の周
年時期につなげたい。
⑩会計（三治委員長）
：計画書に基づいた収入、支出の
管理を実施する。
⑪監査（柴田委員長）
：粛々と監査を行っていく。
⑫会長エレクト（稲熊会長エレクト）
：来年の４５周年
には何か面白いことをやりたい。海外のおもてなしを
みて来年はおもてなしを日本風で行いたい。行事に全
部参加して来年に繋げる
⑬副幹事（阿萬副幹事）
：今年度副幹事の役を頂いたの
で行事に参加しながら勉強していきます。
⑭本日参加の新入会員の感想
伊藤康司会員：入会して丸２年になった。
クラブ奉仕、
SAA 委員会の運営方法がやっとうっすら分かってきた。
R 財団など他の活動内容を聴くと誉れ高い会に入会出来
たと思う。
加藤吉克会員：入会１か月で右も左もわかりませんが
暖かく迎えていただいたのでまずは慣れていきたい。
◆ガバナー補佐アドバイス
ロータリー財団、米山奨学が増えている。寄付金は
どのような気持ちでされていますか？
自分の気持ちでされていますか？役をもらった時に
寄付すると年次寄付の増大につながるので周年の時
に払うのが良いですね。
新入会員の方は他のクラブのメーキャップ費用が返
金されるので参加してください。ただ、すぐの返金
ではなく来年の終わり頃の予定です。全額返金の補
償は出来ないですがいくらかの返金はあります。
５．閉会
議事録：阿萬裕子
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