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第 2086 例会
2022 年 3 月 7 日（月） 第 25 回
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会長 田邊 雅彦 君
「君が代」
会員卓話
波多野 真君・國田 武二郎君
「会員増強について」
●ゲスト
米山奨学生 張 申童様
●司
会
前田 幹太 君 SAA 委員
会長挨拶
名古屋空港ロータリークラブ会長 田邊 雅彦 君

会員の皆様、こんにちは。愛知県では、昨日までの予定
だった「まん延防止」が再延長となり 3 月 21 日までと
なりました。終わりの見えないコロナ禍ではありますが、
まだ当面厳しい状況は続きそうです。
本日は張申童さんがおいでくださっております。張さ
んは今月で米山奨学生をご卒業されますので、本日が最
後の例会出席となります。
先ほどの理事会において重要な案件が決議されました
のでご報告申し上げます。次年度新たに発足する「クラブ
強化戦略委員会の運営指針」が示されました。この委員会
は当クラブがまもなく迎える 50 周年を視野に入れ、会

員増強を軸にクラブの強化を推進する、3 年間という期
間限定の委員会です。尚、クラブ強化戦略委員会の委員長
は理事を兼任する形となりましたので、改めて指名委員
会を発足し、理事を 1 名追加、承認していただく予定で
す。つきましては自薦他薦を問わず理事・委員長候補の方
がお見えになりましたら私、田邊または山内会長エレク
トまでご一報いただければ幸いです。何卒よろしくお願
い申し上げます。
さて、先週 3 月 3 日(木)春日井市の春日丘高校敷地内
において春日井ロータリークラブ、名古屋城北ロータリ
ークラブの 3RC 合同で「カーボーンゼロ」植樹式を行っ
てまいりました。名古屋空港ロータリクラブからは川口
幹事、山内会長エレクト、入谷副幹事そして北園青少年委
員長に参加いただきました。当日は期末試験直後であり
ましたが、インターアクトの生徒さんたちにも参加して
いただき、春日丘高等学校・中学校の二村校長先生からも
ご挨拶をいただきました。尚、植樹したサクラは、ソメイ
ヨシノ、カンザン、ヨウコウの 3 種類。春日丘高校の校
舎前、校歌が書かれた石碑横に植樹させていただきまし
たので、学校に行く機会がございましたら一度ご覧にな
ってください。
今月、このマリオット・アソシアホテルで開催する例会
は本日のみとなります。来週 14 日は例会変更で 12 日
(土)にメルパルクで IM の予定でしたが、ZOOM による
視聴会議に変更となりました。第 3 週の 21 日(月)は春
分の日でお休み。第 4 週 28 日は例会変更で、25 日(金)
春日井市ホテル勝川で 3RC 合同によるインターアクト
活動報告の例会となります。ただ、この 3RC 合同例会も
まん延防止延長に伴い、一部の会員を除いて ZOOM によ
るハイブリッド方式に変更となりましたので、改めてご
案内申し上げます。
本日は、波多野真パスト会長、國田武二郎君のご両名に
よる会員卓話です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

委 員 会 報

告

●出席報告 （内海 辰巳 副委員長）
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本日の例会
会員数
46
出席率
79.07％
出
出席義務者 17 欠
出席義務者
9
席
出席免除者 17 席
出席免除者
3
者
出席者計
34 者
欠席者計
12
●ニコニコボックス報告（稲吉 將秀 副委員長）
張 申童さん、ようこそおいでくださいました。本日の会
員卓話、國田会員、波多野真 PP よろしくお願いします。
田邊 雅彦 君
國田君、波多野君、卓話よろしくお願いします。
川口 直也 君
アテンダンスを祝って頂いて。國田会員、波多野会員、
卓話ご苦労様です。
中島 俊朗 君
柴田パスト会長に感謝
金井 和治 君
張さん 日本とロータリーの架け橋となってください。
山北 秀和 君
結婚記念を祝って頂いて。
武田 英昭 君
誕生日を祝って頂いて。
鈴木 恵一 君
ホワイトデーありがとうございます。
阿萬 裕子 君
昨日行われました藤岡 CC 月例 B クラスで優勝しました。
メンバーコース 2 つで優勝することができて！！
中林 正人 君
会員増強を願って卓話します。結婚祝って頂いて。
石川さん復帰を祝って！
國田 武二郎君
本日卓話を担当させていただきます。
波多野 真 君
今日も元気で皆様にお会いできる喜びで！
山田 幹雄 君
今日も元気で！
原田 好展 君
高山 光雄 君
三治 明
君
前田 幹太 君
北園 守生 君
早川 正倫 君

本日の協力
本年度の協力累計

市川
稲吉
入谷
山内
内海
伊藤

孝
將秀
宏典
佳紀
辰巳
康司

君
君
君
君
君
君

石川
太田
照井
稲熊
串田

２9 名

良治
哲郎
通夫
正徳
正克

ホワイトデー 阿萬 裕子 君

拡大委員会/地区研修・協議会企画委員会 中林正人君

君
君
君
君
君

53,000 円
815,000 円

地区研修・協議会企画委員会 内海 辰巳君
資金推進委員会 安江
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寛二君（欠席）

國田 武二郎君
令和４年３月７日

第５ 有意義であると同時に楽しいクラブづくり
現在、当クラブにはゴルフクラブがあり、ゴルフを
通じて会員間の親睦に役立っている。そこで、ゴルフ以外
に親睦を深めるクラブを作ってよいのではないか。例え
ば、囲碁・将棋クラブなどである
第６ 「お帰りなさい」勧誘の推進
これまで何人当クラブに加入したが、退会してい
った人たちもいる。その人たちにもう一度「お帰りなさい
勧誘」ということで、再度、呼びかけてして良いのではな
いか。その際大切なことは、退会理由を聞きそれに対する
対応をしてあげること、そして、何よりも、負い目を感じ
させない
で、今まで通りの優しい雰囲気で接することが大切であ
る。
第７ その他の問題
１ 女性会員をどうしたら増やすことができるか。
近々女性の会長が選出される予定であるが、それは
望ましいことである。それと同時に女性の会員数も当面
５人程度増やすことを目標にしたい。
２ 古い会員と新規の会員の交流の活発化など。
以 上

会員卓話「会員増強に関する私案」について
会員 國 田 武 二 郎
記
第１ はじめに
当クラブの増強のために勧誘する相手の年代層は、
主として４０代から５０代であることが、活性化の為に
望ましいと考える。しかし、この年代層は、社会的に一番
忙しく仕事等の為になかなか時間が取れない年代層でも
ある。それを前提に下記案を提案したい。
第２ クラブの開催時間の見直しの是非
現在、当クラブは原則、月曜日の昼の時間を例会日
としている。この例会に出席するためには、午前１１時半
前後に会社や事務所を出て、戻るのは午後２時前後であ
る。すなわち、例会出席のために約３時間前後を作らなけ
ればならない。しかし、社会で一番活躍する年代層が、週
明けの月曜日に３時間例会のために空けることは、極め
て難しい。そこで、月曜日の昼という例会の時間を見直し、
夜間例会の開催（例えば、金曜日の午後６時から等）を提
案したい。
第３ 中身の濃い勧誘パンフレットの作成の是非
勧誘に際して、相手方の関心は、当クラブの活動状
況、当クラブにどのような職業のメンバーが加入してい
るか等である。それに応えるために今まで以上に中身の
濃いパンフレットを作成すべきである。
第４ 新規入会者について、入会後、約２年間の会費の削
減
当クラブの現在の年会会費や寄付金などを払うためには、
年収１０００万円以上でないとかなり厳しい面がある。
現に、会費が高いと言って断れた例もある。そこで、入会
をしやすくさせる為に、当面の間、会費を既存の会員の半
額程度にして、経済的にも入会しやすい状況を作る必要
があるのではないか。但し、その期間は２年間である。

波多野 真君
～クラブ会員の維持について（私見）～
波多野 真
【退会理由】
・年齢・病気
・経済的理由
・他の会員と意見が合わない
・仕事のほうが重要
・つまらなくなった、いやになった
・歓迎されていない、必要と思われていない
ロータリーの魅力が乏しくなった？？
【ロータリーの魅力】
①．地域の各職業を代表する会員と知り合える。
→ 学びの機会が増加
・職業倫理が向上する。
・知識・話題が豊富になる。
②．幅広い年齢層の友人ができる。
③．交友関係が広がる。
④．
「奉仕の心」について学ぶことができる。

3／5

⑤．普段接することができない著名人等の卓話を聴
くことができる。
【魅力回復のためのキーワード】
『親睦と奉仕の実践』 ➔ ロータリー活動の充実
【会員維持への対策】
①．新会員
・ロータリーに関する知識の付与
・疑問点が解消できる効果的なアドバイス
②．中堅会員
・ロータリー活動のマンネリ化防止
・風通しの良い組織
③．ベテラン会員
・意見・要望の聴取 → クラブ計画への反映
・活動可能なメニューを増やす
「親睦」と「親睦活動」の相違
◎ロータリーの２本柱 ； 「親睦」と「奉仕」
【親睦とは】
親睦；ロータリアン個人個人の心が結合した状態を表
す概念
「連帯感」
、
「協調」
あらゆる有用な職業から選ばれた職業人が、週１回の
例会に集い、例会の場で、職業上の発想の交換を通じて、
分かち合いの精神による事業の永続性を学び、友情を深
め、自己の改善を図り、その結果として「奉仕の心」を育
む。
この例会における一連の活動のことを「親睦」と呼ぶ。
そして、例会で高められた「奉仕の心」を持って、それぞ
れの職場、地域社会に帰り、奉仕活動を実践する。
《入りて学び、出でて奉仕せよ》
【親睦活動】
ロータリー本来の運動（親睦）を高めるために行う補助的
活動
（出典「ロータリーの源流」
）

第九回理事役員会議事録
日時：2022 年 ３月 7 日（月）11：30～
場所：名古屋マリオットアソシアホテル 17F「楠」
欠席者：近藤和彦副会長
杉本敦永公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長
田中秀典職業奉仕委員長
武田英昭 R 財団・米山委員長
進行 川口幹事

【協議事項】
① 春の家族会の件について伊藤親睦委員長より説明
コロナと共存する「新しい生活様式」を模索し、
「コンパ
クト・ソーシャルディスタンス」をキーワードに企画しま
した。開催は 5 月 22 日（日）に新入会員（予）の松井
ゆかさんが副代表を務めてみえる小牧ワイナリーにて家
族単位での昼食会を企画しています。コロナ感染状況に
よっては中止とし、リミットは開催一ヶ月前とします。そ
の場合は代替案としてナガシマリゾートギフト券を例会
時にお配りします。詳細は資料を確認ください。
あくまでも自主的な参加とし家族会を開催する方向で来
月審議
【審議事項】
① 2022 年度決議審議会決議案の件について田邊会長
より説明
21-22 ガバナー事務局より 2022 年決議審議会決議案
の提出が届いています。過去には当クラブからは提出が
されたことはありません。
会長一任ということで全員賛成にて承認
② 4/17(日)22-23 年度地区研修・協議会への全員参
加に伴う例会日変更の件について田邊会長より説明
中林次年度委員長より当クラブが 23-24 年度のホスト
として運営に関わるので全員で参加しどのような運営を
しているか見ていただきたいという要望があり議案とし
て提出しました。
本年度と次年度では開催場所も変わり、全体を把握する
のか各分科会に参加するのか役割等の焦点がぼけるので、
各分科会の受け持ちをされるパスト会長に出席推奨し、
4/18（月）の例会にて報告をしていただくようにしたら
どうですか。
今一度、中林次年度委員長に確認しそのような方向で進
めます。
全員賛成にて承認
③ 名古屋空港 RC 強化戦略委員会の件について中島会
員増強委員長より説明

田邊会長挨拶
皆さん、本日も理事役員会へ出席ありがとうございま
す。検討していただきたい議案もありますので早速です
が進めさせていただきます。
【議題】
【報告事項】

① 3・4 月例会行事について近藤副会長欠席のため川口
幹事より報告
3 月 14 日の第 26 回例会は 3 月 12 日（土）の東尾張
分区 IM への例会変更となりますが、蔓延防止期間のため
ウェブ配信となります。又、3 月 28 日の第 27 回例会
は 3 月 25 日（金）の 3RC 合同例会への例会変更とな
りますが、主要関係者のみの参加とし、他の方へはズーム
使用のハイブリッド例会となります。

議案 名古屋空港 RC クラブ強化戦略委員会の設置概要
について
以下の運営指針により承認
名古屋空港 RC クラブ強化戦略委員会
運営の指針
趣旨
名古屋空港 RC５０周年を視野に、クラブの強化を効果的
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に推進するため中期的（３年）視野で委員会を設置し実効
を図る。
クラブ強化戦略の目的
(1)当クラブの特徴を活かした奉仕活動の企画・実践
(2)奉仕活動を担う人材の確保（会員増強）
委員会名称
正式名称 名古屋空港 RC クラブ強化戦略委員会と称
する。
（俗称） チーム「空太君」
設置期間
２０２２年７月１日から２０２５年６月末日の３年間
とする
委員長・委員の任期
・委員長、委員は原則として年度毎の再任及び兼任を属
性とし、継続にて３年とする。

２．
【財団】３月１７日開催「第 5 回資金推進委員会」の
ご案内
日時：2022．3.11（金）
16 時開始
場所：ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所会議室
出席者：安江寛二委員（資金推進委員会）
［次回開催日時・場所の決定］
日時：2022 年 4 月 4 日（月）11：30～
場所：名古屋マリオットアソシアホテル 17F「楠」

委員会の構成 （１０名程度）
委員長
1名
委員
新入会員
3名
増強委員長・副委員長 3 名
パスト会長
3名
オブザーバー参加
（前年度 当年度、次年度 会長 幹事 6 名）
委員長
・ 委員長は理事役員会に参加し理事と同等の資
格を有する
・ 委員長は副委員長を指名することができる。
・ 委員長は必要があれば委員以外から若干名の
会員参加を要請することができる。
・
業務
５０周年を迎え、会員増強を主に本ロータリークラブ
の強化・発展に資する
内容について中期的視野で以下の業務等を行う
・他の委員会と長期的視野で連携を図り、情報収集、検討、
企画計画立案、
・その他広範な角度において必要と認められる業務
・年度ごとの活動計画と報告は他の委員会と同様とする
議案 名古屋空港 RC クラブ強化戦略委員会委員長選出
の手続きについて
理事選出の要件により内規に従い再度指名委員会開催し
選出することで承認
【その他】
１．
【21-22 ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所】2021-22 年度 第３回拡
大委員会のご案内
日時：2022．3.15（火）
17 時開催
場所：ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所会議室
出席者：中林正人委員（拡大委員会）

3 月 3 日 ３RC 合同植樹式 (中部大春日丘高校にて)
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