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会長/ 山内 佳紀 
幹事/ 入谷 宏典 
公共イメージ向上委員長/ 稲熊 正徳 

例会日/毎週月曜日 12：30～13：30 
例会場/名古屋マリオットアソシアホテル 
 

ROTARY CLUB OF NAGOYA AIRPORT since 29 July,1974  

第 210１例会 

     2022 年 ７月 ２５(月) 第 ３ 回       

●司  会 ＳＡＡ 照井 通夫 君 

●点  鐘 副会長 金井 和治 君 

●例会行事 創立記念卓話 

  第４４代会長 稲吉 將秀 君 

タイトル 

『これからの 

名古屋空港ロータリークラブ』 

●ゲスト ２０２２-２３年度 地区大会 

ＰＲ訪問（ホスト : 常滑ＲＣ） 

  地区大会実行委員 杉野 正博 君 

  地区大会実行委員 犬塚  力 君 

 

          副会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ副会長 金井 和治 君 

 

こんばんは。暑い中、ご多忙の中をご出席いただきまして

ありがとうございます。 

本日は山内会長がコロナ感染で欠席ですから代わりに副会

長の金井がご挨拶を申し上げます。 

会長の感染経過は、19 日に発熱され検査結果 20 日に陽

性が判明し、保健所から約 10 日間の自宅療養を命じられ

たと聞きました。軽症でお元気です。 

皆さんもご安心ください。 

例会には 2022～23 年地区大会の PR にホストクラブの

常滑ロータリークラブから、地区大会実行委員の杉野君、

犬塚君にお越しいただいております。 

後ほど PR をお願いします。 

 

今晩は創立記念例会です。 

48 年を迎えました。後ほど第 44 代会長の稲吉將秀バス

ト会長から記念卓話をいただきます。稲吉バスト会長宜し

くお願いします。 

コロナ感染についてお話しします。 

全国でコロナ BA.5 感染が急拡大しています。ついに一日

の感染者が全国で 20 万人を超えました。 

いままで感染が拡大していた BA.1 から BA.5 に代わり症

状は、BA.1 では「発熱」や「せき」「のどの痛み」などし

たがこれらの症状の他に「けん怠感」を訴えるケースが最

も多くなっていると言われています。 

感染を拡大させないため、基本的な感染拡大防止策（必要

な場面でのマスクの着用、手洗い、三密の回避、換気）の

徹底を心がけましょう。 

また高齢者や基礎疾患のある方は4回目の接種によってさ

らに重症化を防ぐことができると言われています。早い接

種を希望します。 

今晩の会食も含めてお互いに注意をし、感染防止を切にお

願い申し上げます。 

 

ロシアの侵攻により世界の穀物地帯ウクライナの穀物が滞

っています。併せて円安が拍車をかけて輸入品が高騰して

います。また、隣国のモルドバも侵攻の脅威にさらされて

います。モルドバトは世界で有数のワイン生産国で美味し

いワインが輸入されています。私が大好きなワインもこれ

からは心配です。 

一日も早くロシアのウクライナ侵攻が終了することを希望

しています。 

 

以上で会長代理挨拶といたします。ありがとうございまし

た。 
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地区大会実行委員 杉野 正博 君  

地区大会実行委員 犬塚  力 君 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （大野 和宏 君） 

本日の例会 

会員数 ４６ 出席率 90.24％ 

出 出席義務者 23 欠 

席 

者 

出席義務者 4 

席 出席免除者 14 出席免除者 5 

者 出席者計 37 欠席者計 9 

      

●ニコニコボックス報告（松井 ゆか 君） 

地区大会のＰＲ似参りました。多くの会員の方のご参加を

お待ちしております。 

本日は誠におめでとうございます。 

常滑ＲＣ 地区大会実行委員会 杉野 正博 君 

常滑ＲＣ 地区大会実行委員会 犬塚  力 君 

創立おめでとうございます。 

稲吉パスト会長 卓話を宜しくお願いいたします。 

  金井 和治 君 

 

稲吉パスト会長、創立記念卓話 今回はどんな話が聞ける

か楽しみにしています。 

地区大会ＰＲ遠いところからありがとうございます。 

入谷 宏典 君 

「クラブ創立記念日」を祝って！！ 

      武田 英昭 君 

今期第一回ゴルフコンペで優勝しました。 

また、本日卓話をします。よろしくお願いします。 

稲吉 將秀 君 

大腸ポリープ取ったら、胆のうも取りました。 

本日、復帰しました。 

      近藤 和彦 君 

創立記念例会を祝して。 

     三治  明 君 

常滑ＲＣ杉野様、犬塚様。地区大会ＰＲ訪問ありがとう 

ございます。 

     稲熊 正徳 君 

創立例会を祝って。 

     鈴木 恵一 君 

稲吉ＰＰ創立記念卓話よろしく。 

     石川 良治 君 

稲吉ＰＰの卓話を期待して 

     中島 俊朗 君 

今日も元気で！   

波多野勝美 君 北園 守生 君 安江 寛二 君 

山北 秀和 君 松井 ゆか 君 暮沼 勇二郎君 

伊藤 康司 君 高山 光雄 君 國田 武二郎君 

照井 通夫 君 阿萬 裕子 君 大野 和宏 君 

市川 孝  君 波多野 真 君 伊東 由之 君 

太田 哲郎 君 内海 辰巳 君 栗田 和典 君 

田中 秀典 君 田邊 雅彦 君 早川 正倫 君 

プリヤンタ 君 中林 正人 君  

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力 ３4 名   ６０,000 円  

本年度の協力累計           1９5,000 円  

第４４代会長 稲吉 將秀 君

昭和４９年７月２９日にチャーターメンバー３７名で創

立された我、名古屋空港ＲＣも今年で４８周年です。数々

の業績を残し今日を迎えております。創立記念卓話も代々

のパスト会長が順次務められており前年度は武田ＰＰ、そ

の前は波多野ＰＰが写真等々を使って今までの名古屋空港

ＲＣの実績を大変分かりやすく、そして立派に話をして頂

きました。 

これ以上の話は何もありません。かと言って串田ＰＰのよ

うに色っぽい話もできません。 

 そこで私は将来の名古屋空港ＲＣのあるべき姿を私なり

に考えてみましたので、この席をお借りして話をさせて頂

きたいと思います。 
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 過日の委員会卓話でも少しお話させて頂きましたがロー

タリーの会長をはじめ各委員は任期１年であります。委員

の指名を内示で受けましても実質１年半くらいです。この

短期間で将来のクラブの在り様を考え計画し実施するのは

大変です。だからどうしても前年度の実績を受け継いで無

難に過ごす事が多くなりマンネリ化しがちです。 

「現状維持是即脱落」こんな経営者への戒めのことわざが

あります。つまり現状に満足せずさらに上を目指す貧欲さ

が必要であると説いています。カルビー食品㈱の前会長兼

ＣＥＯの松本晃さんは現職の退任発表の新聞等の取材で

「過去の９年間を自己採点すると」との質問に対して「５

９点です。」とサラリと言った。そして次があれば６０点を

目指したい。 

また倒産寸前であった長崎のハウステンボスの新社長に

なった沢田秀雄社長に素晴らしく改善した業績に対して感

想を聞くと「５９点です。」とサラリと言われたとの事です。

どちらも最低合格点といわれる６０点には届いていなく更

なる努力をしないといけないとの気持ちが伺えます。 

 そこで将来の名古屋空港ＲＣを考えた時、ＲＣの基本つ

まり会長・幹事・委員長の任期は１年間としつつ、新たに

５年先１０年先を見据えた戦略を立てる組織が必要である

と思います。 

これは実は５年前の私が会長をしていた時の神野ガバナ

ーの方針の一つでございました。しかしこれも時間がなく

うやむやになってしまいました。いまの名古屋空港ＲＣの

現状を見た時ぜひこれを真剣にやるべきであると思います。

その新しい委員会の内容は委員長・委員は複数年の任期に

してしっかり検討し計画を立てて実行する時間を与える。

という事が一番大事な事であります。そんな案の一部を前

年度の中島会員増強委員長にくみ取って頂き、新しい入会

案内パンフレットもお作り頂きました。そして今年度は「ク

ラブ強化戦略委員会」が発足いたしました。任期は３年、

委員長はじめ委員はクラブの理事役員をも兼務して頂く１

３名のメンバーです。先日１９日に第一回会議が開催され

ましたのでその一部を紹介させて頂きます。 

「クラブ強化戦略委員会」はクラブの強化について皆さ

んの意見を聞いてそれを今後のクラブ運営に反映させてい

く事が最も重要であると考える。との金井委員長の所信表

明がありました。 

そこで、まず最初のターゲットを当クラブの創立５０周年

を迎えるにあたり現在の４６名の会員を「５０周年時には

６０名以上にする」という事にしました。２３年度６名・

２４年度６名・２５年度６名 合計１８名。を会員増強の

目標値として掲げました。それの活動計画の概要としては 

① ８月１日のクラブ全員協議会において会員増強に

ついて、川口増強委員長と金井クラブ強化戦略委

員会委員長がリーフレットと会員顔写真付きの資

料を会員に配布して会員増強の協力要請を行う。 

② ホームページの改定を行う。また名刺にＱＲコー

ドを記載し会員のホームページとリンク出来るよ

うにする。(検討) 

 ・・・・担当委員 稲熊委員・波多野委員・川口

委員・入谷幹事 

③ 他団体と接触を図り意見交換をしながらアプロー

チをしていく。 

     ＪＣ・若鯱会・法人会・研修塾等々 

 ・・・・担当委員 石川委員・稲吉委員・國田委

員・伊藤副幹事 

④ 服部ＰＧの卓話「８つの提言」を参考にして当クラ

ブとして具現化していく。 

 ・・・・担当員 高山委員・柴田委員・山内会長 

⑤ ３０代～５０代の当クラブの若手会員を集めて意

見を聞いて集約しクラブの規約変更のたたき台と

する。 

・・・・担当委員 市川委員・金井委員長・中島

副委員長・原田委員・阿萬会長エレクト 

会員増強は最終的にはそれぞれの会員が個人の人脈を活用

して一人必殺の心構えで勧誘して頂く事につきると思いま

すので、その勧誘ツールや勧誘先のヒントについて「クラ

ブ強化戦略委員会」がご提案し続ける事が重要であると思

います。 

「不易流行」ロータリークラブの基本理念は継続していき

ながら新しい今の時代にあった活動を模索し改善・改定し

ながら名古屋空港ＲＣが楽しくそして有意義な活動をして

益々発展していく事を願いまして私の卓話とさせて頂きま

す。 

 
第２３代 会長 鈴木 恵一 君 

 

 パストガバナー補佐 高山 光雄 君 
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 <創立記念について> 

 
金井 和治 副会長 

稲吉バスト会長から貴重で有意義な卓話をいただきました。

稲吉バスト会長ありがとうございました。 

48 年前に設立された諸先輩方に良い報告ができるお祝い

会です。 

会員 46 名中 37 名の出席をいただきこうしてお祝いがで

きる喜びを感じています。 

ありがとうございます。 

 

稲吉バスト会長はお話の中で今期発足した「クラブ強化戦

略委員会」について述べられていました。 

「クラブの強化について皆さんの意見を聞いてそれを今後

のクラブ運営に反映させていく事が最も重要であると考え

る」をベースに 5 つの具体的な課題を示されました。 

50 周年に向けて 3 期で 16 名の増員を図り周年には 60

名を必ず成し遂げようと委員は担当別に始動し始めました。 

クラブの魅力・強化と増強は両輪です。 

この度の稲吉バスト会長の卓話で、このような点が強調さ

れたことを心強く思い感動しました。 

 

今晩は創立をお祝いし、クラブ強化と増強を誓う例会です。 

最後まで宜しくお願いいたします 

ありがとうございました。 

 

    

 

 

於：2022年7月２１日（木） 

東名古屋カントリークラブ 

 

 

 

優勝 稲吉 將秀 君   

準優勝 高山 光雄 君 

 


