様に伝えされると思います。
それと先週、私と阿萬幹事の知人数人にアプローチを
しました。
いい感触の方もいましたのでこのまま推し進めたいと
思っています。
この様に今のところ、
会長幹事で頑張っておりますが、
なんと言っても、
会員の皆様全員の協力が必要ですが、
先月の創立記念例会で梅本君も力強く宣言していただ
いたように、今後の事を考えると特に若手の方に期待
していますので、宜しくお願いします。
あと、今年度は 45 周年という事でロータリー財団、
米山奨学の寄付を推し進めたいと思っています。
入会してまだ比較的年数が短い方はご存じないと思い
ますが、米山奨学金は、2007 年までは一括で 30 万
円でしたがその後、累計額が 10 万円ごとに功労者と
する事になりました。
その後累計が、20 万円、30 万円ごとにマルチプルと
して感謝状がでます。
当クラブでは 2012 年 6 月のパスト会長会で 30 万
円を目標額とすることになりました。
会長である私、阿萬幹事は勿論、山北直前会長、高山
PP にもすでに協力して頂いております。また R 財団、
米山共に税金の控除がありますので、是非とも皆様に
もご理解いただき、協力をお願いいたします。
本日は、熱中症についての話をするつもりでしたが、
時間の関係がありますので、次回にお話しさせていた
だきます。
これで会長挨拶とさせていただきます。ありがとう
ございます。

第 20２２回例会
２０１９年８月２６日（月）第６回
会長 稲熊 正徳君
「我等の生業」「我は海の子」
ガバナー補佐公式訪問
早川 正倫副委員長
会長挨拶
名古屋空港ロータリークラブ会長 稲熊 正徳君
●点
鐘
●斉
唱
●例会行事
●司
会

本日は、3 週間ぶりとなりますが、まだまだ暑い中、
出席して頂きありがとうございます。
本日、地区の分区訪問で来訪されている山田ガバナー
補佐、片平地区副幹事、仲澤分区副幹事、ようこそ、
お越しくださいました、例会前の懇談会は
ご苦労様でした。
後ほど卓話、また例会後のクラブ協議会も宜しくお願
いします。
今日は皆さんに２つお伝えしたいことがあります。
まず一つ目ですが、先々週に増強委員会を含む、合同
委員会が開催され、その際 安川増強委員長から、本
年度 60 名に増強したいと強い要望がありました。
本人からチーム 60 として計画を進めたいとの事で、
多彩なアイデア等が有るようです。
安川増強委員長は本日お休みですが、機会を見つけ皆
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御協力ありがとうございました。

告

●出席報告 （伊藤 康司副委員長）
本日の例会
会員数
51
出席率
89.58％
出
出席義務者 27 欠
出席義務者
５
席
出席免除者 16 席
出席免除者
３
者
出席者計
43 者
欠席者計
８
前々回例会（7 月 29 日）
会員数
50
出席率
100％
出
出席義務者 32 欠
出席義務者
0
席
出席免除者 16 席
出席免除者
3
者
出席者計
48 者
欠席者計
3

本日の協力
本年度の協力累計

３９名

５９，０００円
３３２，０００円

御協力ありがとうございました。

●ニコニコボックス報告（伊東 由之委員）
本日はよろしくお願い致します。
ガバナー補佐 山田 直樹君
地区副幹事
片平 博己君
分区副幹事
仲澤 昌容君
山田ガバナー補佐、片平地区副幹事、仲澤分区副幹事よ
うこそお越し下さいました。
本日よろしくお願いします。
稲熊 正徳 君
ガバナー補佐の皆様、ようこそおいで頂きました。
阿萬 裕子 君
今日も元気で。
山田 幹雄 君
ガバナー補佐を迎えて。
高山 光雄 君
山田ガバナー補佐御苦労様です。
石川 良治 君
ガバナー補佐をお迎えして。
竹尾 悟
君
山田直樹ガバナー補佐、ようこそ！
串田 正克 君
ガバナー補佐をお迎えして！
原田 好展 君
アテンダンスを祝っていただいて。
石原 慎一 君
今日も元気で！
市川 孝
君
稲吉 將秀 君
内海 辰巳 君
川口 直也 君
近藤 和彦 君
杉本 敦永 君
田邊 雅彦 君
中林 正人 君
真城 壮司 君
山北 秀和 君

伊東 由之
井上 政秋
太田 哲郎
北園 守生
三治 明
武田 英昭
照井 通夫
早川 正倫
安江 寛二
プリヤンタ

君
君
君
君
君
君
君
君
君
君

伊藤 康司
入谷 宏典
金井 和治
國田武二郎
柴田 和宏
田中 秀典
中島 俊朗
堀塲 竜司
山内 佳紀

君
君
君
君
君
君
君
君
君

ガバナー補佐 山田 直樹君
地区副幹事
片平 博己君
分区副幹事
仲澤 昌容君

名 古 屋 空 港 RC ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問 に お け る 卓 話
2019 年 8 月 26 日
山田 直樹東尾張分区ガバナー補佐
皆様こんにちは。今年度の東尾張分区ガバナー補佐を
務めます山田直樹と申します。宜しくお願い致します。
今年度の RI マローニ会長が掲げられたテーマは「ロータ
リーは世界をつなぐ」です。現在のロータリーに大きな
危機感を持たれていて思い切った改革を実行して 10 年
後～20 年後のロータリーを万全なものにしたいという
考えをお持ちです。新しい戦略計画を各クラブで立ち上
げてクラブを中心にしてより活性化された重点分野を打
ち出して活動することを求められています。
（１）ロータ
リーをクラブで成長させること＝会員基盤を成長させる
こと＝根本から変える時がきている。新しい会員モデル
をつくりロータリー入会への新しい道を開くことが重要
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＝効果的な構造をクラブが考えことが必要です。
（２）
家族の絆をロータリー活動の中で大事にする＝ロータリ
ー活動と家族との時間が競合しないようにお互いに補完
しあう文化を作っていくことが必要＝地域社会に貢献し
たいという若い職業人の現実に目を向けありのままにむ
かいいれるようにすることが必要（３）リーダーシップ
の文化を変え始める＝忙しく仕事をしているロータリア
ンもリーダーになれるようにするための道をひらくこと
が必要（４）ロータリーと国連との関係＝充実したもの
にする＝共有しているものが多い＝ロータリーは他の組
織では得られないものを提供している。
以上の項目の実行により地域社会と深くつながりを持つ
ことができ、より多様な会員に魅力を感じてもらえるこ
とができます。クラブのあり方について会長を中心にし
て柔軟性をもって考えてもらい例会の方法や例会の形を
検討してほしいとのことです。こういうマローニ RI 会長
のお考えを基に伊藤靖祐ガバナーのお考えをお話します。
RC の今後持続する可能性はその中にどれほどの知的多
様性と革新的柔軟性を包摂できるかに依存すると説明さ
れています。従来の RC の既成概念をとりはらって適応
力を高める必要性を説いておられます。もちろんただや
みくもにルール等を緩やかにしていくという意味ではな
く、各々のクラブのよき伝統、培ってきた信頼に基づく
改革でなければならないことは言うまでもありません。
例えば現在東尾張分区のほとんどのクラブが例会を1カ
月に 1 回は休みにしておられます。このことがクラブに
良い影響を与えているのであればそれでよいのです。
様々な方法をクラブで考えてくださいとのことです。5
の中核的価値観（親睦、高潔、多様性、奉仕、リーダー
シップ）をベースに知的多様性と革新的柔軟性をとりい
れること。10 年から 20 年後を見据えて、つながりを
地域に発展させ職業上のネットワークを広げ、公共イメ
ージの向上と共にクラブの在り方をデザインする必要が
あると説いておられます。クラブのホームページを戦略
的に見直して戦力になるようにしてください。どのクラ
ブもこれから 50 歳未満の会員の入会の促進、女性会員
の入会の促進が不可欠になっています。そのためには、
地域社会により大きなインパクトをもたらす事業を考え
ていかなければなりません。地域社会の人々がロータリ
ーの事業に参加してもらうために基盤をひろげなければ
なりませんし参加者の積極的な関わりを促さなければな
りません。それぞれのクラブの特性にあった方法を見出
して持続的継続的に改革をお願したいと思います。
その他の活動指針は、ポリオ根絶への貢献、ロータリー
賞への挑戦、国際大会への多数の参加、WFF への積極
的な参加を挙げておられます。以上申し上げましたがこ
の年度の貴クラブの大いなる活躍を祈念申し上げます。
微力ではありますが私も皆さんと共に活動していきたい
微力ではありますが私も皆さんと共に活動していきたい
とおもいますのでお付き合いのほどよろしくお願いいた

します。

第２回クラブ協議会議事録
日時：令和１年８月２６日（月）
１３：４０～１４：５５
場所：キャッスルプラザ ４階 菊の間
出席者：山田直樹ガバナー補佐、片平博己地区副幹事、
仲澤昌容分区副幹事の地区役員計３名
稲熊会長、阿萬幹事、他理事、役員、各委員会委員長、
副委員長、入会３年未満の新入会員含め
名古屋空港ロータリークラブ会員計２９名
阿萬幹事の進行により、クラブ協議会が開会された。
稲熊会長挨拶：例会に引き続き宜しくお願いします。
４５周年を控え準備も大変ですが、各委員会の活動報
告お願いします。
[各委員会の活動方針並びに報告について]
会員増強委員会
（武田副委員長）会員数６０名を目指し「チーム６０」
と命名して、メンバー内で知恵を絞り増強に注力をして
います。
（山北副委員長）ロータリー情報では、セクハラ防止につい
て地区の危機管理委員会で話がありました。
今後具体的な事例も含めて報告いたします。
公共イメージアップ委員会
（堀塲委員長）マイロータリー含め SNS の活用に積極的
に取り組んでいきます。
クラブ奉仕委員会
（安江委員長）メイキャップに関しては、クラブ内で話し
合い、前後２週間以内を基本に運用をしています。
（伊藤副委員長）１００％出席を目指して会員にお願い
しています。
（内海副委員長）ニコボックス目標１８０万円達成に向
けて活動しています。
親睦活動委員会
（田邊委員長）各種祝福行事を毎月第一例会にて発表し
ています。
（近藤副委員長）１０月全国空港フォーラム、１２月年
末家族会、１月新年例会、５月春の家族会の親睦行事に
向けて準備。
SAA 委員会
（竹尾委員長）和やかさの中に品位をもった例会開催を
心掛けています。
（早川副委員長）円滑な進行に会員の理解と協力をお願いし
ています。
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社会奉仕委員会
（田中委員長）地区補助金事業の推進や豊山町への支援
について、クラブ計画書の通り説明。
また青少年奉仕委員会と共同で９月１日に豊山町にて防
災訓練に参加する旨の報告があった。
（杉本副委員長）豊山町への寄贈品の納品日を確認して
います。
（稲吉副委員長）地域社会へのアピールをしっかりとし
ていきます。
青少年奉仕委員会
（北園委員長）中部大学春日丘高等学校インターアクト
クラブとの活動の報告がありました。
（川口副委員長）北園委員長のサポートをしています。
職業奉仕委員会
（金井副委員長）クラブ計画書の通り説明。
国際奉仕委員会
（真城委員長）海外姉妹クラブ４クラブの内、香港九龍
ウエスト RC とフィリピンマカティウエスト RC の周年
が１１月に行われるため、訪問するべく準備を進めていま
す。
R 財団・米山奨学委員会
（中林委員長）クラブ計画書の通り順調に進んでいます。
（高山副委員長）米山奨学生について今後積極的に受け
入れたいと意見がありました。
（中島副委員長）地区補助金を使った新しい事業を模索
しているので、しっかりスケジュールにのせたい。

SAA 委員会について、これからも品位を保ってしっかり
と運営してください。
社会奉仕委員会について、クラブの看板事業だと思いま
すのでしっかりと維持して欲しい。
青少年奉仕委員会について、クラブや地域に定着した事
業だと思いますので変わらず頑張ってください。また記
事にもなるので良いアピールにもなると思います。
職業奉仕委員会については、独自の見解で発展させてい
ってください。
国際奉仕委員会については、このままのあり方で国際奉
仕を維持継続してください。
R 財団・米山奨学委員会については、寄付金等数字はし
っかりと達成されているので、このまま継続してくださ
い。また新規の補助金事業については期日に間に合うよ
うに申請をしてください。
［片平博己地区副幹事、仲澤昌容分区副幹事感想］
地区の各種事業、WWF に協賛、協力ありがとうござい
ます。
しっかりとクラブの長期的な戦略を考える中で活動を頑
張ってください。
いろいろと勉強になりました。帰って自分のクラブでも
参考にしたいと思います。
稲熊会長閉会の挨拶：アドバイスを多数頂きましたので、
今後これを反映させてクラブ運営に努めたいと思います。

会計・監査
（市川会計・三治監査）共にしっかりとやっていきます。
会長エレクト
（原田エレクト）１１月には指名委員会があり、また補
助金事業についてもスケジュールがタイトなため早めに
準備をしたい。
副幹事
（柴田副幹事）しっかりと議事録をとり、勉強しながら
次年度に備えたい。
［山田直樹ガバナー補佐意見、感想］
会員増強委員会について、それぞれのクラブのやり方で
増強を頑張ってください。従来通りの勧誘に拘らず、今
の時代あったやり方を見つけてください。また他クラブ
の増強事例を交えて意見がありました。
公共イメージアップ委員会について、ホームページをし
っかりと更新して、一般の方にアピールする機会を増や
して下さい。
クラブ奉仕委員会について、規則に自由度が増している
のでクラブ内で独自に運用を決めてしっかりと目標に向
かって進めていってください。
親睦活動委員会について、活動が多いので費用もたくさ
んかかると思いますが、工夫して活動してください。
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議事録者
名古屋空港ロータリークラブ
副幹事 柴田 和宏

