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     会長挨拶           

名古屋空港ロータリークラブ会長 山内 佳紀 君 

 
皆さん、こんにちは。 

本日は 2022‐23 年度公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会委員長堀尾

明史様（尾張中央 RC）をお迎えし、卓話を頂きます。どう

ぞよろしくお願いいたします。それから米山奨学生のｼﾀｳﾗ

ﾋﾞﾋﾞﾀさんがいらしております。よろしくお願いいたします。 

さて今月は「平和構築と紛争予防月間」となっております。

今日はｶﾞﾊﾞﾅｰ月信２月号に「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ奨学生・平和ﾌｪﾛｰ委員

会」委員長の近藤朗様が寄稿されておりますので、その一

部をご紹介させていただきます。 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ奨学生・平和ﾌｪﾛｰ委員会はﾛｰﾀﾘｰ財団委員会を構成

する委員会のひとつですが、この委員会では２種類の奨学

生の選考と支援を行っています。まず平和ﾌｪﾛｰですが、ﾛｰ

ﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰ提携大学で学ぶﾌｪﾛｰが世界中から選ばれ、毎年、

最高 130 名が平和構築のために勉強しており、ﾛｰﾀﾘｰから

ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ（全額支給の奨学金）が授与されます。2002 年

に創設されて以来、ﾛｰﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰは 1,600 人以上のﾌｪﾛｰ

を輩出してきました。これらのﾌｪﾛｰは現在、140 ヵ国以上

で活躍し、政府、NGO、教育、研究機関、平和維持及び法

執行機関のほか、国連や世界銀行といった国際機関でﾘｰﾀﾞ

ｰｼｯﾌﾟを発揮しています。次にｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金奨学生ですが、

これはﾛｰﾀﾘｰの重点分野に関連する過程を海外の大学院修

士課程で学ぶ方を対象に返済不要の奨学金を給付するﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑです。最後に、これらの制度は人種、宗教を超えた世

界的ﾈｯﾄﾜｰｸをもつﾛｰﾀﾘｱﾝだからこそ、平和構築や紛争予防

に貢献できる場がありますと結んでおります。以上、ｶﾞﾊﾞ

ﾅｰ月信 2 月号よりご紹介させていただきました。 

 
 
        委 員 会 報 告           

●出席報告 （大河 裕之 君） 

 

●ニコニコボックス報告（大野 和宏 君） 

卓話で伺いました。よろしくお願いします。 

第 2760 地区 2022-23 年公共イメージ向上委員会 

委員長                堀尾 明史 様 

2022-23 年公共イメージ向上委員会委員長 

堀尾明史様 

本日は卓話、よろしくお願い致します。 

山内 佳紀 君 

会員数 48 出席率 97.67 ％
出席義務者 26 出席義務者 1
出席免除者 16 出席免除者 5
出席合計 42 欠席合計 6
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堀尾明史委員長 卓話宜しくお願いします。 

ビビタさん ようこそ。 

入谷 宏典 君 

堀尾委員長様 本日卓話宜しくお願いします。 

 

稲熊 正徳 君 

堀尾委員長 本日の卓話宜しくお願い致します。 

                   菅沼 智大 君 

澤田さん ようこそお出で下さいました。 

                   杉本 敦永 君 

誕生日を祝って頂いて。 

                   北園 守生 君 

誕生日を祝っていただいて。 

                   栗田 和典 君 

本日は色々祝福頂きありがとうございます。 

                   田中 秀典 様 

お誕生日を祝っていただきありがとうございます。 

                   山北 秀和 君 

結婚記念日を迎えました。 

                   串田 正克 君

アテンダンス有難うございます。 

中林 正人 君 

 

今日も元気で！ 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 
第 2760 地区 2022-23 年公共イメージ向上委員会 

委員長 堀尾 明史 様 

 

「ロータリーの公共イメージ」 

世界全体のロータリーの知名度は高く、世界の著名な社会

奉仕団体の中でも UNICEF が１位でロータリーは３位と

ＹＭＣＡやゲイツ財団より名前を知られているという結果

が出ております。その一方で、ロータリーは何をしている

団体なのかを知っている人は非常に少なかったという結果

が出ております。中には秘密結社のようなものという回答

もございました。「ロータリー」という名を知る人は多い

一方で、ロータリーの活動内容や地域社会への貢献につい

て知る人は少ないのが現実です。ロータリーの活動および

その独自性と意義を、理解しやすい形で多くの人に伝える

ことが必要とされています。「公共イメージと認知度の向

上」とは、ロータリーについて知っていただき、そして、

より良いイメージを持っていただくということです。4 つ

の戦略的優先事項のより大きなｲﾝﾊﾟｸﾄをもたらすと参加者

の基盤を広げるの間にあってそれをつなぐのが公共イメー

ジ向上活動であると思います。私たちは大きなインパクト

つまり、持続可能な良い変化を生むべく行動しております。

これを多くの人に知らせ理解や共感を持つ人たちを増やす

これが、公共イメージ向上の活動です。今、私たちがする

べきことは、自慢をするとかネームバリューを上げる為に

宣伝するとかでは無く、多くの人々に社会のニーズにこの

様なクラブが有る事を知らせ、外に向かって発信する事だ

と思っています。私たちの活動を知らせれば参加者の基盤

が広がり参加者の基盤が広がればもっと沢山の奉仕活動が

出来るという好循環をもたらす事が大事だと思います。広

報の方法としてはマスメディア、ソーシャルメディアなど

がございます。ＲＩではＳＮＳ等を活用した広報活動を推

奨しております。そして一番分かりやすく、ロータリーの

活動を世間の方に伝えるのは、会員の活動や地域社会への

参加、そしてロータリーの事を一番理解している我々ロー

タリアンがどれだけロータリーについて語るかではないで

しょうか？我々、ロータリアン一人一人がロータリーを理

阿萬　裕子 君 石川　良治 君 伊藤　康司 君
伊藤　由之 君 大河　裕之 君 大野　和宏 君
金井　和治 君 川口　直也 君 國田武二郎 君
暮沼勇二郎 君 近藤　和彦 君 三治　　明 君
鈴木　恵一 君 武田　英昭 君 田邊　雅彦 君
照井　通夫 君 波多野　真 君 早川　正倫 君
原田　好展 君 プリヤンタ 君 真城　壮司」君
松井　ゆか 君 安川　正勝 君 安江　寛二 君

本日の協力 36 名 57,000     円
本年度の協力累計 1,220,000 円



解し、ロータリーの広報マンとの意識を持ち行動し日頃か

らロータリーについて友人知人に語ることがロータリーの

公共イメージと認知度の向上に繋がり、ひいては会員増強

につながるのではないでしょうか。そして、会員増強の理

想は 増やすのではなく、増える様なクラブにすること。

魅力ある、誇りあるクラブにする事と考えれば、世間の方々

へのロータリーに対するイメージ向上は不可欠では無いか

と思います。             

                             

稲熊正徳 公共イメージ向上委員長より My Rotary アカ

ウントの作成方法の紹介がありました。

第８回理事役員会議事録 

日時：2023 年 2 月 6 日（月） 11：30～ 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル・17Ｆ「楠」 

進行：入谷幹事 

 

【会長挨拶】 

皆さん、おはようございます。 

2 月のこの時期は暦でいう 24 節気では、立春。さらに細

分した 72 候では「東風解凍：はるかぜこおりをとく」と

いう暖かい春の風が、冬の間はりつめていた氷を解かし始

める頃といわれております。まだまだ寒い時期は続くよう

ですが、コロナ感染に加え、今年はインフルエンザも流行

しているようです。体調にはお気をつけください。 

さて毎月ガバナ-月信末尾に掲載されている会員増強報告

では 12 月末会員数は 4,652 名,7 月 1 日から 110 名の

増加となっておりますが、12 月単月の増減数は 31 名の

減少となっております。 

今日の例会にはゲストが参加されますので、会員増強を期

待しております。 

それでは本日の理事会、よろしくお願いいたします。 

【報告事項】  

① 2・3 月例会行事について                      

金井副会長より資料に基づき説明 

② 年末家族例会収支報告について 

入谷幹事より資料に基づき説明 

③ 地区補助金事業収支報告について 

入谷幹事より資料に基づき説明 

レートが 136 円に変わったので、地区補助金が増えま

したのでクラブからの拠出金が減りました。 

また、次年度からはクラブ拠出金は必要がなくなりま

した、クラブ拠出金を上乗せして事業規模を大きくす

ることが可能となりましたので、次年度は検討をお願

いします。 

④ 22－23 年度 中間決算について 

入谷幹事より資料に基づき説明 

概ね予算内で推移しています、中身については持ち帰

ってご検討下さい。 

疑問点は会長・幹事までお願いします。 

中林理事 予算の兼ね合いもあるが、毎月例会は 3 回

となっている。適正なのか一度全体で検討した方が良

いのではないか。 

  山内会長 予算の兼ね合いもあるので皆さんと検討し 

たい。 

  高山理事 パスト会長会でも検討して欲しい。 

  入谷幹事 クラブ協議会でも意見を集約したいと思い 

ます。 

【協議事項】 

① 50 周年準備（実行）委員会立ち上げの件 

金井副会長 クラブ戦略委員会からの提出議案で

す、本日オブザーバー参加している中島副委員長か                

ら説明させて頂きます。 

中島副委員長 資料に基づき説明 

入谷幹事  次回理事会で審議事項と致します。 

【討議事項】 

① 海外クラブとの姉妹提携の件 

入谷幹事より資料に基づき説明 

真城理事 マカティウエストの周年に参加した際 

にマレーシアのプタリン・ジャヤ RC から姉妹提 

携をしたいと話を頂いたので、理事会で方向性を 

出して頂けると相手方と話を進め易いのでご意見 

をお聞かせ下さい。 

中林理事 現在 4 つの海外の RC と姉妹提携をし 

ているが見直しを含めて、また、５つ目の姉妹提携 

をするのか検討した方が良いのではないか。 

安江理事 個人的な友好関係を深めながら、その 

先の友好クラブ・姉妹提携クラブと云うステップ 

が現実ではないか。現時点で姉妹提携クラブへ、と 

した流れは難しいのではないか。 

串田理事 以前と日本の経済状況も違うので国際 

交流に腰が重い方もいると思う。 

② その他 

中林理事 ２・3 月の予定に地区協議会に関する 

予定が全く入っていない、事業大きさを理解して 

頂き、クラブ内で話し合える場を設けて欲しい。  

金井理事 地区研修・協議会実行委員会から進捗 

を見ながら声を掛けて下さい、調整致します。 



 【依頼事項】 

① WFF チケット購入  

48 名分（協賛チケット 2,000 円：1,600 円分のク

ーポン）入谷幹事より資料に基づき説明。現地にて例会

を行いますが、昼食は場所を変えての開催を考えてい

ます。 

② 22－23 年度 第 5 回 補助金委員会                   

2/2(木)16：00～17：30 ガバナー事務所 会議室 

出席予定者：入谷宏典 次年度地区補助金委員 

③ 23—24 年度 地区研修・協議会 分科会リーダー

会議 

2/6(月)  15：00～19：30 

名古屋クラウンホテル 5 階「鶴の間」 

出席予定者：中林正人 内海辰巳 稲吉將秀 山北秀和 

 串田正克 波多野真 杉本淳永 安江寛二 

 真城壮司 山内佳紀 入谷宏典 

④  第２回 若手会員に意見を聞く会 

  2/6(月)  18：00～   

  「御晩菜 なかむら (松岡ビル B1F)」 

出席予定者：金井和治 中島俊朗 市川孝 原田好展 

 阿萬会長エレクト 川口直也 杉本敦永 

 真城壮司 暮沼勇治郎 大野和宏 

 前田幹太 松井ゆか 

⑤ 22－23 年度 第 2 回クラブ国際奉仕委員長会議             

2/8(水)15：30～20：00  

名鉄グランドホテル 11 階 柏の間 

出席予定者：真城壮司国際奉仕委員長 

⑥ 23－24 年度 ロータリー財団補助金管理セミナー            

2/9(木) 13：00～16：00 

 名古屋東急ホテル３階 

出席予定者：安江寛二資金推奨委員 入谷宏典次年度

補助金委員 阿萬裕子会長エレクト 

 伊藤康司副幹事 

⑦ 22－23 年度 ロータリー女性の集い PARTⅡ              

2/9(木) 19：00～21：00  zoom にて 

出席予定者：阿萬裕子会長エレクト 

⑧ 22－23 年度 東尾張分区 会長・幹事会                

2/10(金) 17：30～  神楽家 

出席予定者：山内会長 入谷幹事 

⑨ 22－23 年度 第 3 回クラブ協議会                  

2/13(月) 13:30～ 

マリオットアソシアホテル 17 階「楠」 

出席予定者：クラブ役員・理事・各委員長・担当副委員長 

⑩ 23－24 年度 地区研修・協議会 実行委員会              

2/13(月)14：30～ 

  名古屋マリオットアソシアホテル 17 階「楠」 

出席予定者：会長・幹事・地区研修・協議会実行委員会 

⑪ 22－23 年度 第 3 回パスト会長会                   

2/20(月)18：00～ 中華料理 王宮 

出席予定者：パスト会長 山内会長 

 オブザーブ：入谷幹事 

⑫ 22－23 年度 第 5 回クラブ強化戦略委員会               

2/27(月)  13：30～14：30  

名古屋マリオットアソシアホテル 17 階「楠」 

出席予定者：クラブ協議会実行委員会  

オブザーブ：山内会長 入谷幹事 

阿萬エレクト 伊藤副幹事 

⑬ 第 6 回 補助金委員会                         

3/2(木) 16：30～17：30  

ガバナー事務所 会議室 

参加予定者：入谷補助金委員会 次年度委員 

⑭ 23－24 年度会長エレクト研修セミナー(PETS)              

3/5(日) 10：00～16：00 

名古屋観光ホテル 3 階「那古（東中）の間」 

出席予定者：阿萬裕子会長エレクト 

⑮ 23－24 年度 地区研修・協議会 分科会全体会議             

3/6(月) 15：00～17：00 

名古屋クラウンホテル 

出席予定者：中林正人 内海辰巳 稲吉將秀 山北秀和 

 串田正克 波多野真 杉本淳永 安江寛二 

 真城壮司 山内佳紀 入谷宏典 

⑯ 22－23 年度 会員増強委員会                     

3/6(月) 14：00～15：30   事務局 

出席予定者：会員増強委員 

⑰ 22－23 年度 東尾張分区 IM                     

3/18(土) 10：00～14：00 

名鉄小牧ホテル 

出席予定者：全会員 

 

『次回開催日時・場所』 

日時：2023/3/6(月)  11：30～ 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル 17F 【楠】 

日時：202３年２月６日(月) 15：00～19：30 

場所：名古屋クラウンホテル５階「亀の間」 


