
 

本日の例会（第１４５１回）    ５／１１（水） 

◆遠藤ガバナー補佐の卓話が行われます。 

次回の例会（第１４５２回）    ５／１８（水） 

◆スピーカー  次期会長  半泊  與則君 

◆題    名 次年度に向けて 

第１４５０回例会記録      ４／２７（水）曇 

◆司    会 横井  尚啓君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も 

◆来訪者紹介  あま RC 鈴木  和彦君 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1448回例会

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  4 名中

出席会員数  34名  MAKE UP  3 名

出 席 率  85.00％  出席率訂正  97.37％

会  長  挨  拶 

日本の島はいくつか 

会  長  伊藤  晋一 

日本は四方を海に取り囲まれた島国で

す。鉱物や漁獲資源をめぐる権益の根拠

となる島嶼部の重要性が尖閣諸島沖の中

国漁船衝突事件で改めてクローズアップ

されています。 

海上保安庁によりますと北海道、本州、

四国、九州を含め、日本沿岸の島の数（外周 100 メートル以

上）はなんと 6,852 あります。その内北方四島はロシア、竹

島は韓国とそれぞれ外国の実効支配を受けています。近年は大

きな火山活動による隆起などが起きていない為、1987年以降

は調査が実施されていません。 

都道府県別で見ますと、最も多いのは五島列島を擁する長崎

で以下、鹿児島、北海道と続きます。内陸の県に加え大阪府な

ど島の数がゼロの府県も9つあります。海岸線の総延長距離で

は北海道（4,377㎞）、長崎（4,137㎞）、鹿児島（2,722㎞）

の順番です。 

日本最東端の南鳥島、最南端の沖ノ鳥島はいずれも東京都小

笠原村に属し、最西端の与那国島は沖縄県与那国町。最北端は

択捉島だが、実効支配が及ぶ範囲では、北海道の宗谷岬が北限

になります。 

自然環境の観点から島嶼部の注目度は、今後ますます高まる

ことと思われます。 

幹  事  報  告  

1.来る５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８

２円(現行８０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。 

2.米山記念奨学会よりクラブ創立記念特別寄付表彰盾が届いて

おりますので、後程会長よりご披露して頂きます。 

3.次週５月４日(水)は法定休日です。従いまして、次回例会は

５月１１日(水)となりますので、お間違えのないようお願い

致します。 

4.事務局は４月２９日～５月８日まで休日となりますので、よ

ろしくお願い致します。 

 

米山記念奨学会からのクラブ創立記念特別寄付表彰盾のご披露 

委 員 会 報 告 

・2012～2013年度派遣青少年交換学生募集について 

   新世代委員長    星川  直志   

2012～2013 年度派遣の青少年交

換学生を募集します。 

ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申

し上げます。 

2010-11 年度 R.I.テーマ 

 

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．３９ 

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 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：伊藤 晋一 幹 事：岩田  満治 会報委員長：古川 康司 題 字：遠藤 友彦 



地区協議会報告 

「第１分科会」報告 

次期会長  半泊  與則 

第 1分科会 

(次期：会長.副会長.幹事.会員増強) 

松前ガバナーエレクトが体調を崩して

欠席のため、田嶋現ガバナーが代理を務

めました。 

次年度、2760地区として、大幅な会員増強を目指すとの方

針が打ち出されました。この報告は、梶川次期会員増強委員長

にお願いします。 

私の報告は、分科会でのリーダー、アドバイザーのお話の中

から感じ取った所感を報告させていただきます。 

 現在、ロータリーは曲がり角にあるとの皆様の共通認識を改

めて感じとりました。会員増強がままならない曲がり角です。

なぜ、ままならないのかというと、ロータリーというステイタ

スが薄れ、入会の魅力がなくなったとの言葉が多く聞かれまし

た。その結果、若い世代の入会が減少し、会員も減少する一方

です。 

では、ロータリーの魅力、誇れるもの、は何か。ポリオプラ

ス、米山記念奨学会の二つが最大のものでしょう。真摯に取り

組む必要を感じました。 

又、創始者ポール・ハリスは実のところ、友達が欲しくてロ

ータリーを創ったとのことで、やはりクラブの親睦はロータリ

ーの原点であり、実は大きなロータリーの魅力だと感じました。 

私達が、職業を通して社会に貢献するには、志をともにする

友人が必要です。友達、それがロータリーの魅力であり、密か

なステイタスだと思います。 

「第１分科会（会員増強）」報告 

次期会員増強委員長  梶川  久雄 

地区会員数ピーク時・1998年度末

6,406名が 2010年度末4,856名

（75.8％対ピーク時）と減少している。

日本全国会員数もピーク時1997年度末

131,731名が2010年度末89,388名

（67.9％対ピーク時）と地区以上の減少率を示している。 

地区会員増強委員会の今年度目標は5,000名台への復帰・

3％の増員。1）退会防止、新入会員教育（入会1～3年未満

の退会多い）。2）女性会員（現在49RC・140名）。若手

会員の入会促進。3）30名以下のクラブ（現在、11RC）の

会員増強。4）未充填職業分類の多様なメンバーの入会。 

分区目標・1）退会防止。2）RCC活動。3）RACサポート。

4）卓話の充実。上記設定理由・・地区同様、入会1～3年未

満の退会が多い。クラブに魅力がない等・・の理由による。 

後半分区単位で会員増強について各クラブの現状報告を行

ない、各ガバナー補佐が全体会議で総括を行った。 

閉会時の挨拶の中で現在4,951名であるが、年度末の6月

に例年多くの退会者が生まれるのが不安であるとの見解表明

があった。 

「第３分科会」報告 

次期職業奉仕委員長  加藤あつこ 

2011 年 4 月 16 日（土）ウェスティ

ンナゴヤキャッスルにおいて開催されま

した 2011 年～2012 年度のための地区

協議会での職業奉仕の研修会のご報告を

申し上げます。 

第３分科会 職業奉仕のテーマは「自己の職業を通じて、他

者に奉仕しながら高い高潔性を目指す」です。 

初めに、パストガバナー 片山主水さんの話からスタートし

ました。ロータリーの綱領の考え方についてお話下さいました。 

職業奉仕については 

・職業を営むことは、最良の奉仕である 

・最良奉仕をする事は最多家宝である 

・最善の努力をし、その努力が最高の商品を提供し、最高のサ

ービスとなる仕事をしなければならない 

という話でした。 

次に、次期地区副幹事 西岡則男さんより 

・職業奉仕とは自分の職業を通して社会へ奉仕する事です。 

その根幹は四つのテストである。 

1.真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか です。 

次に、次期職業奉仕委員長 國友昌大さんよりお話をいただ

きました。 

・会員減少の時代になり”原点回帰”に立ちロータリーの永遠

の課題、職業倫理の考え方を話し、職業奉仕を通じて、有益

な事業の基礎を実行しよう。 

職業奉仕とは 

①道徳的水準を守り、社会を明るくすること 

②社会的価値を認める 

③あらゆる職業のその職業上の手腕を生かした職業をするこ

と である。 

倫理的活動を実践する為の指針は四つのテストにあると話さ



れました。 

そののちＤＶＤを拝見し、研修会を終了いたしました。 

「第４分科会」報告 

次期社会奉仕委員長  赤崎  守弘 

第４分科会は社会奉仕委員長、RCC 委

員長、環境保全委員長より方針の発表があ

りました。社会奉仕委員会は地区からの特

別な要請はなく、各クラブがクラブ独自で

活動を行う様、説明がありました。 

社会奉仕委員会活動は、大小にかかわらず基本は日々の奉仕

活動であること、強制ではなく自主的に、自然に、無理をせず

活動を行うこと、「奉仕の理想」「超我の奉仕」といった理念、

意識、気持ちを常に持ち奉仕活動を行うことが大切だと改めて

感じました。 

熱気あふれる地区協議会 「第５分科会」報告 

次期国際奉仕委員長  梅村美知容 

大地震、放射能汚染と大変な中での歴史

に残る大会となりました。私は国際奉仕の

会議に参加しました。 

まず初めにグローバル補助金について

の説明があり、来年度はすべて東日本の復

興のために使うことになりました。印象的な話では 1920 年

10 月 20 日、24 名で東京 RC が発足したのが、日本のロー

タリーの始まりで、最初は例会参加もまばらでしたが、1923

年 9月 1日、関東大震災があり、世界中のロータリーから118

億円も送ってきたそうです。その頃、米 60 ㎏が 102 円とい

うことを考えるとすごい金額です。それからは、皆毎週例会を

休まず、ロータリーのすごさを思い知ったようです。それから、

日本中にロータリーが広がったそうです。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん 

地区協議会参加の報告させて頂きます。ありがとうございます。 

【ゴールデンウィークを前にして！! やっぱり、ゆっくり休み

ますか。】 

伊藤  晋一君 小關  敏光君 山田  浩二君 横井  尚啓君 

梶川  久雄君 岩田  満治君 木村  雅一君 加藤  昌之君 

服部    保君 横井    登君 柘植  勝介君 古川  康司君 

柴山  利彌君 尾関  正一君 尾關實津成君 松岡  三明君 

梅田    渉君 

半泊  與則君 

北村紀子さん 

堀  美喜雄君 

 

阿部  美男君 

杉浦  定文君 

西脇  良一君 

西脇  多吉君 

 

遠藤  友彦君 

星川  直志君 

石黒    勉君 

赤崎  守弘君 

 

渡邉  泰彬君 

入江由希子さん 

加藤あつこさん 

宇都木  寧君 

 

ガバナーメッセージ 

国際ロータリー第2760地区 

田嶋 好博 ガバナー 

 東日本大震災は原子力発電所を

含めて現在もなお被害の全貌が判

明しませんが、次なる大地震の予

想すら報道されています。当地区

はガバナー会を通じての義援金募金に対して３月３１日金２

３８２万０３４０円を送金しました。 

ガバナー会は４月２２日現在合計７億６０７４万１０３４円

が集まり、そのうち１億１，５００万円を第２５２０地区( 岩

手・宮城) に金５０００万円、第２５３０地区（福島）に金３

０００万円、第２８２０地区（茨城）に金１０００万円、第２

５５０地区( 栃木) に金５００万円、第２７９０地区( 千葉) に

金１５００万円、第２８３０地区（青森）に金５００万円を送

金しました。（詳細に関しては、報告書をご覧ください。） 

 その余の義援金の使途については、ガバナー会で議論して、

過去の大災害( 阪神淡路や新潟中越地震などの) におけるロー

タリークラブの支援活動などを参考にして、ロータリークラブ

に相応しい事業として被災孤児となられた方への教育環境支

援を行い、そのため基金を創設することになりました。今回の

被災孤児の方々の人数は過去の大災害の被災孤児の方々より

飛躍的に多数と思われますし、支援活動も長期に亘りますから、

募金活動は次年度以降も継続されると思います。 

当地区は現在第２５２０、２５３０、２８３０地区に対して、

直接義援金を送るべく義援金の募金をお願いしていますが、集

まった義援金の一部を上記の基金に割り当てようと考えてい

ます。 

 その他地区のＲ財団が第２８３０地区( 青森) と協同でＤＤ

Ｆ（当地区の負担金２，０００万円）を活用して青森県の水道

復旧工事を支援することにしています。地区として会員の皆様

に義援金の協力をお願いすることは４月末日締切の募金で、今

年度として一区切りつけたいと思っています。もちろんクラブ

単位、分区単位での支援活動は大いに歓迎いたします。 

 既にご紹介いたしましたが、ヘリコプター支援につきまして

４月１３日水野地区幹事が現地を訪問し被害の実情等調査し

てきました。その点につきましては近日中に報告をさせていた

だきます。 

 最後にロータリー活動につきましては、節度をわきまえてい

ただければ、催し物、イベントなど実施していただいても結構

ですし、その他の事業も当然推進いただきたいと思います。 

～ガバナー月信５月号より抜粋～ 


