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例会場/ホテルメルパルク名古屋 
 

第 2049 回例会 

     2020年 10月5日（月） 第8回       

●点  鐘 会長 原田 好展 君 

●例会行事 ガバナー補佐訪問 

  ガバナー補佐 中林 正人 

  地区スタッフ 髙坂 恒裕 

  分区幹事  安江 寛二 

  分区副幹事 真城 壮司 

 ●司  会 稲吉 將秀 SAA委員長 

 

          会長挨拶            

 

名古屋空港ロータリークラブ会長 原田 好展君 

 

 

 

本日は2760地区東尾張分区の中林ガバナー補佐、高坂

地区スタッフ、安江分区幹事、真城分区副幹事をお迎え

しての例会です。後ほど中林ガバナー補佐から例会での

卓話と、例会後クラブ協議会において地区の方針、重点

課題等教えて頂く事になっていますので、よろしくお願

いします。 

 

 

 

それから、本日は皆さんに重要な報告をさせて頂きます。 

例会場がホテルメルパルク名古屋に移って3ヶ月が過ぎ 

ました。 

本来なら、会員の皆さんからご意見を頂き、すこしでも

充実した例会になるようホテル側と協議する時期ですが、

残念ながら本日理事役員会におきまして、例会場変更の 

検討をすることが承認されました。理事役員からいろん

な意見を頂きました。一番大きな要因は「7月27日（月

曜日）にホテルメルパルク名古屋の従業員1名が新型コ

ロナウイルスに感染した事が判明した時、名古屋空港

RC に一言も報告が無かった事です」この頃、愛知県も

感染者が増えている時期で、8月3日の例会は休会も考

えていましたが、インターアクトクラブが近況報告をす

ることが決まっていたので開催に踏み切りました。その

後8月は休会とし、ガバナー補佐訪問も本日に延期にな

りました。そんな状況の中で、感染について報告が無か

った事は、ホテルとしての体をなしていないし、名古屋

空港RCの例会場としては相応しくないとの結論になり

ました。ホテル側とは今後の例会と契約内容について話

を進めたいと思います。 

後日ホテル側から、行政機関の指導のもと消毒作業を完

了し、また追跡調査の結果、濃厚接触者等はいないと報

告は受けています。 

キャッスルプラザの閉館に伴い、替わりの例会場を決め

るため、例会場変更委員6名で投票を行った際、ホテル

メルパルク名古屋4票、名古屋マリオットアソシア2票

で、ホテルメルパルク名古屋に決まり、現在に至ってい

ます。次の例会場候補としては、例会場変更委員会で 2

票が入った名古屋マリオットアソシアと田邊エレクトに

申し入れが有ったグランコート名古屋が候補にあがって

います。今後候補のホテルにて、持ち出し例会を予定し

ていますので、日程が決まりましたら連絡をさせて頂き

ます。そして例会場変更につきましては、引続き理事役

員会が担当させて頂きますのでよろしくお願いします。

理事役員会の報告になりましたが、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 （照井 通夫出席委員） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 87.50 

出 出席義務者 23 欠 

席 

者 

出席義務者 6 

席 出席免除者 19 出席免除者 3 

者 出席者計 42 欠席者計 9 

●ニコニコボックス報告（金井 和治委員） 

本日は宜しくお願い致します。 

          地区スタッフ 髙坂 恒裕 君 

中林ガバナー補佐をお迎えしての例会になります。 

引き続きクラブ協議会もよろしくお願いします。 

                 原田 好展 君 

第2回クラブ協議会を開催致します。対象の皆様、 

宜しくお願いします。 

                 柴田 和宏 君 

長年にわたり年会費を収めてまいりました。この先ロー

タリアンとして何年続けられるかわかりませんが、宜し

くお願いします。又、結婚記念日を祝っていただいて。 

                  柴田 弘 君 

出席できる喜びで。 

                 伊勢村道雄 君 

ガバナー補佐をお迎えして。 

アテンダンス40年を祝って頂いて。 

                 鈴木 恵一 君 

アテンダンス表彰ありがとうございます。 

                 山内 佳紀 君 

中林ガバナー補佐をお迎えして。 

                 稲吉 將秀 君 

結婚記念日を祝って頂きまして。 

                 内海 辰巳 君 

結婚記念日の祝福ありがとうございます。 

                 波多野 真 君 

今日も元気に！ 

                 稲熊 正徳 君 

Thank you for our Wedding Anniversary。 

                 太田 哲郎 君 

中林ガバナー補佐をお迎えして！ 

                 金井 和治 君 

 

今日も元気で！   

田邊 雅彦 君 近藤 和彦 君 高山 光雄 君 

山北 秀和 君 石川 良治 君 真城 壮司 君 

武田 英昭 君 伊藤 康司 君 川口 直也 君 

井上 政秋 君 串田 正克 君 國田武二郎 君 

田中 秀典 君 伊東 由之 君 阿萬 裕子 君 

三治 明  君 北園 守生 君 大野 和宏 君 

中島 俊朗 君 照井 通夫 君 梅本 昌裕 君 

竹尾 悟  君 入谷 宏典 君  

   

御協力ありがとうございました。 

本日の協力  36名  57,000円  

本年度の協力累計      409,000円  

 
 

ガバナー補佐卓話 中林 正人 君 

 
 

ガバナー補佐の役割と責務 

 

責 務 

ガバナー補佐は、ガバナー及び担当クラブに対して以下

の責務を担います。 

・地区目標の設定を援助する。 

・ガバナー公式訪問のスケジュールを調整する。 

・クラブの強みと弱み、目標に向けた活動の進捗をガバ

ナーに伝える。 

・地区の行事と活動に参加する。 

・地区チーム研修セミナーに出席する。 

・会長エレクト研修セミナー（PETS)と地区研修協議会

に出席する。 

・将来リーダーとなれる人材を探し、育成する。 

・クラブの状況について次期ガバナー補佐に情報を提供

する。 

・定期的にクラブと連絡を取り、活動状況を確認する。 

・クラブ会長エレクトが目標を設定してロータリークラ

ブ・セントラルに入力し、これ らの目標を達成でき

るように援助する。 

・招かれた場合には、クラブの例会、協議会、その他の

行事に出席する。   

・クラブを支援するための具体的なアイデアを、地区リ

ーダーシップチームに提  

 案する。 

・地区大会やその他の地区会合への出席をクラブに奨励

する。 

 以上１３項目がガバナー補佐の責務となっています。 

 全力で責務を果たす所存ですので、分区内１２ロータ

リークラブの皆さん宜しくお願い致します。 

 

クラブ会長・幹事さんにお願い 

１．地区大会への100％全員登録運動にご協力ください 

２．ロータアクトとの共同事業に手を挙げてください  

３．DDFを活用して下さい（新型コロナ関連にも！） 

４．会員増強に「衛星クラブ」を検討してください 

５．クラブ戦略委員会設置をお願いします(5年先ビジョ

ン） 
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６．クラブ研修委員会の設置（炉辺会合も可） 

７. 米山奨学生への支援をよろしくお願いします 

８. 財団への寄付にご協力ください（年次基金１５０ド

ル＋ポリオプラス基金３０ドルの合計１８０ドル。ポ

ール・ハリス・フェロー、ベネファクター、メジャー・

ドナーに加え、ポール・ハリス・ソサエティー、アー

チ・C・クランフ・ソサエティー、遺贈友の会、冠 

   名基金、ロータリーカードはクラブ経費支払い等

に！） 

 
 

第4回 理事役員会議事録 

【会長挨拶】 

ガバナー補佐訪問がありますので、30分早い11時開

始としました。 

11時50分から、ガバナー補佐を迎えます。 

【議題】 

① 地区補助金について ······· 中島社会奉仕 

資料に基づき説明があった。 

修正後の補助金は、下りました。 

9月3日の認知症イベント協議会第8回会議が9月3

日に開催され、私と杉本君が参加しました。 

11月25日水曜日に、11月16日例会変更として、豊

山町補助金事業を行います。 

10月15日の豊山町と協議の内容によっては例会が出

来ないかも、11月理事役員会に報告します。 

マスコミにも広報をする予定をしています。 

 

②例会場変更スケジュール（案） ····· 原田会長 

資料に基づき説明があった。 

1 全会一致で，例会場を変更することを承認した。 

2 全会一致で，例会場変更については、理事会が担当

することを承認した。 

 

マリオットとグランコートから見積もりを取得した。 

持ち出し例会の結果も踏まえ、検討したい。 

ホテルに見積もり比較を送付して、最終的な提案を受け

たい。持ち出し例会で、ホテルの宴会担当者と質疑応答

の場を設けたい。 

事務所については、ワンルームを別途賃借したい。 

11月9日に、投票で会場を決定したい。 

メルパルク名古屋の岡田さんに、年内で終了する可能性

を伝え、精算の見積もりを依頼した。 

③ガバナー公式訪問について ··· 稲吉SAA委員長 

ガバナー公式訪問、3RC合同で、3年に1回、行って

いる。現時点で、87名の出席が予定されている。 

スクール形式の実施を予定している。 

国歌については、伴奏のみの実施をするか、悩んでいる。 

稲熊：歌付きの音源を流してはどうか。 

串田：国歌、ロータリーソング、4つのテストを流して

はどうか。 

 

④年末家族会について ······· 近藤親睦活動 

資料に基づき，説明があった。 

インターアクトに声を掛けたが、被災地の物販を行って

いるが、金額的に折り合わない。 

ラスクに、障害者施設の人にラッピングをしてもらって、

例会で配ることを考えている。 

熊本県の震災、水害被災者を支援しているサイトがある。 

そこにお願いして、各会員に直接送付することを考えて

いる。支払いは、ロータリーのクレジットカードを予定

している。宴会は、中止の方向で、考えている。 

春の家族会は、計画は難しい。 

会長：5月気候の良い時期に松本RCから訪問の依頼あ

り、ただし状況による。 

 

⑤10.11月例会行事について  ···· 山内副会長 

 資料に基づき説明があった。 

  

［次回開催日時・場所］ 

日時：2020年11月9日（月）11：30〜  

場所：マリオットアソシアホテル 17F 

 

 
１．開会 

２．会長挨拶 

コロナの影響を受けて、満足な例会運営ができない状況

ですが、ガバナー補佐からの意見を伺いたいと思います。 

３. ガバナー補佐挨拶 

クラブ計画書の朗読は、省略しましょう。 

長年、SAA委員会がある。SAAは、個人の役職。 

副 SAAを置く。会場の監督。会長の発言に介入しても

良い。SAAではなく、会場運営委員会。 

プログラム委員会、独立の委員会にした方が良いの  

ではないか。 

４．議題 

①各委員会の活動方針並びに報告について 

◇会員増強 

阿萬：戦略委員会、チーム増強、アンケートを実施した。 

まだ、新しい会員を呼びにくいので、次年度につなげた

い。 

◇ロータリー情報  

稲熊：30日に、新会員3人の勉強会を実施予定。 

◇退会防止  

柴田：コロナ終息後に対応を考えたい。 

◇広報  

梅本：どういった手法を取れば良いのか。 

前任者の知見を学ぶ場が欲しい。 

◇出席  

10月26日、持ち出し例会、グランコートで実施する。 

10月からネクタイ着用。 

欠席の場合は、前週の金曜日までに連絡を。 

◇ニコボックス 

金井：検温と消毒を実施して頂きたい。 

インターアクトに寄付した。 

例会が中止で予算達成は難しい。 

例会費からの組み入れは、どの程度か。 

ニコボックス、読める字で記入頂きたい。 
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ガバナー補佐 

12年前から、今の体勢だが、地区の体制も変わってい

るので、見直した方が良いのではないか。 

公共イメージ向上は、5年くらい前から、もっとアピー

ルしようという流れになっている。 

中部経済新聞等で記事を掲載してくれている。 

春日井ロータリー、ポケトーク5台の寄贈等の記事が載

っていた。 

子ども食堂、地区もお金を出すようになった。 

ニコボックス、東尾張分区で一番お金を集めているのは、

瀬戸、瀬戸北。金額を決めて、毎年３００万円以上、ニ

コボックスで集め、半額をプールする。 

出席は、1年に1回、メーキャップをすれば良い。 

3か月、半年というルールを決めても良い。 

 

◇親睦活動  

近藤：昼間に2回、開催した。 

10月1日に1回目。年末家族会、どうするか。 

何かを配る方向で考えている。 

インターアクトとの連携、熊本被災地支援を考えている。 

春の家族会、様子をみないと分からない。 

◇SAA委員会  

稲吉：ホテルの変更があったが、なんとか、3か月を経

過した。皆様の協力に感謝したい。 

コロナ対応、失礼。階段も、2階も暗い。 

駐車場の出庫に30分かかった。 

会場を変更したい。理事役員会で決まれば、動きたい。 

アルコール消毒、検温を実施している。 

◇社会奉仕 中島 

1 研修会の参加者、会員についてどのような扱いにす

るか、次回の理事会で決定し、会員に披露したい。 

対象者は、20名程度。 

2 地区補助金，物の寄贈だけではダメ，ことが重要。 

認知症予防の機械が高額だったので指摘を受けた。 

3 豊山町の役場とのやりとりが多い。 

 今まで若い人とやってきたので、今回の担当とは連絡が

全く取れていなかった。 

◇環境保全 

取り組みをしている。 

 

ガバナー補佐 

親睦、どこも難しいが、クラスターは避けて欲しい。 

◇SAA 

個人の役職、委員会は少し違和感がある。 

SAA、例会進行委員会としては，どうか。 

◇社会奉仕 

中島先生が尽力されているが、コロナの影響で当初の形

で実施できていない。皆さん、初めての経験。 

中止したところも多い。頑張って実施して頂きたい。 

◇青少年奉仕 

年次大会、キャンプも中止。 

外来者には来て貰った。 

3月にもう一度来て貰う予定をしている。 

北園：インターアクトのメンバーが集まれない。 

活動を見せられない。 

活動ができていない期間も相当あった。 

受け入れを断れることも相当あった。 

先日、募金活動を実施した。 

できるだけの支援をしたい。 

 

◇職業奉仕  

井上：職場例会を開催したい。 

以前，高山パスト会長が，田植えをしたいと述べていた。 

◇国際奉仕  

内海：活動出来ていない。 

マカティの基金1500ドル、送金できていない。 

ホノルルウェストの70周年、延期。 

台北の世界大会、20名以上で参加したい。 

◇R財団  

串田：お金集めは、開店休業。 

次年度の補助金事業を検討している。 

合同委員会を開催したい。 

◇米山奨学会  

山北：例会以外は、交流ができていない。 

地区も、同様。10月26日、卓話。 

10月28日の新人研修会に参加して貰う。 

ガバナー補佐 

IAC学校の方針と松本先生の意向が一致していない。 

松本先生が顧問になってから長い。 

３クラブで集まって、校長、教頭を交えて話をするのが

良いのではないか。 

◇職業奉仕 

どこも活動できない。 

◇国際 

チャンパークチェンマイ45周年でたくさんみえた。 

国際大会、竹尾さんの山本さんにお願いした。 

◇財団 

寄付金の集め方、問題はない。 

米山奨学生、中国以外が多い。 

新規の会員増強、ガバナー、新規クラブを作りたい。 

8名からの衛星クラブを設立したい。 

◇会計 武田 

適正な会計処理をしていきたい。 

ニコボックス、例会費、9月の理事会において、45万

7000円を組み入れる。 

例会が休会になった場合は、同じ措置を取る。 

一般会計の例会費から、特別会計に振り替える。 

◇会長エレクト 田邊 

戦略委員会で、クラブ委員会の構成を担当している。 

標準形に基づき、身のある組織としたい。 

 

地区スタッフ 

毎回例会で歌を2曲歌っている。 

稲熊さんはじめ知り合いにお声がけ頂いて心強かった。 

分区幹事 

コロナ禍の例会運営が徹底している。 

会場は、重要だと感じている。 

クラブ協議会、書いたことを読むだけでは意味がない。 

同時に、地区の財団に出向している。 

毎年、地区に数人出ていく形としたい。 

 

５．閉会 


