
 

本日の例会（第１４２８回）  １１／１０（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

次回の例会（第１４２９回）  １１／１７（水） 

《ロータリー財団月間卓話》 

◆卓話紹介会員 ロータリー財団委員会 

                委 員 長  加藤あつこさん 

◆スピーカー  国際ロータリー第2760地区 

                ロータリー財団委員会 

副委員長  矢形  修己様 

◆題    名 ロータリー財団の新しい流れ 

第１４２７回例会記録    １０／２９（金）晴 

◆司    会 古橋    茂君（名古屋北RC） 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・我等の生業 

◆ゲスト紹介 

国際ロータリー第2760地区  ガバナー  田嶋  好博様 

  国際ロータリー第2760地区  地区幹事  水野  吉紹様 

◆来訪者受付  大垣西 RC 長岡涼一郎君 他 30名 

 

出 席 報 告 

会 員 数  42名  前々回訂正  1425回例会

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  12名中

出席会員数  32名  MAKE UP  9 名

出 席 率  76.19％  出席率訂正  92.50％

田嶋ガバナーをお迎えして例会前に行われた 

5RC合同（北・守山・錦・葵・名北）会長・幹事懇談会 

－ ５ＲＣ合同 田嶋ガバナー公式訪問 － 

ホスト：名古屋北RC  会場：名古屋東急ホテル 

 

会  長  挨  拶 

会  長  伊藤  晋一 

５ＲＣの皆様方、名古屋名北ＲＣ会長

の伊藤晋一でございます。宜しく御願い

致します。 

まずは、本日ガバナー公式訪問による

５ＲＣ合同例会開催運営にあたられた

親クラブの名古屋北ＲＣの会員一同の

皆様方に厚く御礼申し上げます。今年は、異常な程の猛暑日が

続き、やっとここ最近秋らしくなってまいりました。 

さて、例会前の会長幹事懇談会では、田嶋ガバナー様よりク

ラブ運営や各クラブ内での問題点等について、短い時間ではあ

りましたが貴重な御意見を頂き、非常に参考になりました。早

速クラブに持ち帰り、クラブ運営をもっと活性化させていきた

いと思っております。 

最後に、今日御出席の４ＲＣの会員の皆様方に一つ御願い事

がございます。来年Ｈ２３年２月９日(水) ウェスティンナゴヤ

キャッスルにて、東名古屋分区Ｉ.Ｍ.を当クラブホストで開催致

します。是非、各クラブ様、全員参加を心より御願い申し上げ、

私の挨拶とさせて頂きます。  

                    

幹  事  報  告  

1.本日は国際ロータリー第２７６０地区ガバナー 田嶋好博様

並びに同地区幹事 水野吉紹様をお迎えしての５ＲＣ合同ガ

バナー公式訪問でございます。会員一同心より歓迎申し上げ

ます。 

2.来る１１月１日からロータリー適用相場(ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ)が１ドル

８２円(現行８６円)に変更される旨、国際ロータリー日本事

務局より連絡が届いております。 

3.ロータリー財団への寄付申込書(年間１００ドル)を同封致し
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クラブテーマ 

原 点 回 帰 

ロータリークラブ

 WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt   
２０１０～２０１１年度 Ｎｏ．１７ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 560 号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 
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会 長：伊藤 晋一 幹 事：野々垣 敬 会報委員長：古川 康司 題 字：遠藤 友彦 



ましたので、１１月１２日(金)までにご提出下さい。 

4.次週１１月３日(水)は法定休日です。従いまして、次回例会

は、１１月１０日(水)の 夜間例会及び I.D.M.となります。午

後５時３０分より例会、引き続き I.D.M.をアパホテル名古屋

錦にて行いますので、お間違えのないようお願い致します。 

 

ガ バ ナ ー 卓 話 

国際ロータリー第 2760 地区 

ガバナー   田嶋好博様 

2012～13年度のＲＩ会長に埼玉

県八潮ロータリークラブの会員田中

作次氏が当選されました。誠におめで

たいことであります。ＲＩ会長は日本

人としては田中さんが３人目だと思

いますが、ご活躍を期待しています。 

当地区も多数の会員を擁する地区でありながら、従来ＲＩ理

事を選出していなかったこともあり、それ相当の協力を要請さ

れることになると思います。 

  今年度のレイ・クリンギンスミスＲＩ会長は、アメリカ人の

弁護士で、若い頃ロータリーの奨学試験に合格され３年間南ア

フリカに留学された学友であります。クリンギンスミスＲＩ会

長は「伝統的な慣習の全てを見直し、もっと良い方法があれば、

新しい伝統を始めるべきである」とされた上で、ＲＩ会長テー

マを「地域を育み 大陸をつなぐ」と発表されました。 

  クリンギンスミス会長は、ＲＩ会長テーマについて、今迄の

ＲＩ会長テーマは、ロータリアンだけに呼び掛けるものであっ

たが、今回はロータリアン以外の人達にロータリーの目的を説

明し、ロータリアンに対しては自分達の活動の意義を再認識し

て貰うことを目標に作成したと説明されました。 

  このテーマの「地域を育み」は私達が地域社会の人達と一緒

に地域社会がより良くなるよう、より住みよくなるよう協力し

ようとの呼び掛けであり、「大陸をつなぐ」は国際理解と国際

協力に努力しようということで、ロータリーに相応しいテーマ

であり同時に世界に対して呼び掛けるという勇大なテーマで

あります。 

  またＲＩ会長の強調事項は８つと言われています。クリンギ

ンスミス会長は特にポリオ撲滅と青少年プログラムの推進を

強調したいと説明されています。私は強調事項をポリオの撲滅

と青少年プログラムの推進と平和と紛争の予防・紛争解決以下

の６つを人道的奉仕の具体的な例と解釈し、それを人道的プロ

ジェクトの推進で一括りして３つに整理いたしました。 

  皆様はＲＩの長期計画について見たり聞いたりされました

でしょうか。ＲＩは一昨年１１月の理事会で長期計画を決定し、

今年７月１日から実施しています。ＲＩは今後３年から５年は

この長期計画に基づいて運営されます。実は長期計画の「人道

的奉仕の重点化と増加」の項にポリオ撲滅、青少年と青年のプ

ログラム、ロータリー財団の６つの重点分野というものがあり、

今年度のＲＩ会長の強調事項はそれと全く重複します。 

  長期計画を見ますと標語に「超我の奉仕」、中核となる価値

観として「奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ」使

命に「私たちは、他者に奉仕し、高潔性を推進し、事業と専門

職務および地域社会のリーダーの間の親睦を通じて世界理解、

親善、平和を推進する」とされています。 

  ＲＩは地区やクラブに対してそれぞれの長期計画の策定を

呼び掛けています。 

  本年４月の規定審議会は、新世代奉仕を四大奉仕に追加して

五大奉仕とすることを決定しました。標準ロータリークラブ定

款第５条に追加される内容は、指導力養成活動（ＲＹＬＡのこ

と）、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの

参加（インターアクト、ローターアクトのこと）、世界平和と

異文化の理解を深め育む交換プロジェクト（青少年交換のこ

と）であります。１月の国際協議会では新世代のためのロータ

リークラブの紹介があり、規定審議会では小中学生を対象にし

たキッズロータリーの話も出たようですが、日本では難しいと

思います。従って、当地区ではＲＹＬＡ、インターアクト、ロ

ーターアクト、青少年交換の４委員会を中心に新世代の活動を

展開して行くことになります。 

  今年は近藤ＲＩ理事らの発案でロータリークラブ定款の表

現の見直しも始められています。ＲＩの職業奉仕委員会など今

年度はさまざまな制度改革が始められる年であります。 

  私はさまざまな機会でロータリーの基本は会員であり、会員

が恒常的に活躍されるクラブだと申し上げて参りましたが、各

クラブが歴史と伝統を守り育てると共に奉仕に対するしっか

りした方針を確立され、ロータリーの夢を実現されるよう祈念

いたしております。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

【田嶋ガバナーをお迎えして！!】 

伊藤  晋一君 岩田  満治君 古川  康司君 北村  紀子さん 

木村  雅一君 星川  直志君 西脇  良一君 西脇  多吉君 

加藤  昌之君 尾關實津成君 松岡  三明君 加藤あつこさん 

梶川  久雄君 横井    登君 半泊  與則君 小關  敏光君 

梅田    渉君

宇都木  寧君

阿部  美男君

杉浦  定文君

赤崎  守弘君 

石黒    勉君 

柴山  利彌君 

横田  徳久君 

服部    保君 

足立陽一郎君 

堀  美喜雄君 

 

梅村美知容さん 

渡邉  泰彬君 

近藤    朗君 

 




