
 

本日の例会（第１５０９回）    ８／２２（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

次回の例会（第１５１０回）    ８／２９（水） 

◆卓話紹介会員 入江由希子さん 

◆スピーカー 会  員  木村  雅一君 

◆題    名 建物の巨大地震対策について 

第１５０８回例会記録        ８／８（水）晴 

◆司    会 加島    光君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・四つのテスト 

◆ゲ ス ト 紹 介   

国際ロータリー第 2760地区 東名古屋分区ガバナー補佐 井上 雅之様 

国際ロータリー第 2760地区 地区副幹事  安藤 東元様 

国際ロータリー第 2760地区 東名古屋分区分区幹事 加藤   厚様 

米山奨学生  ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1506回例会

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  4 名中

出席会員数  32名  MAKE UP  3 名

出 席 率  82.05％  出席率訂正  97.30％

 

例会前に行われた会長・幹事懇談会 

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

みなさん、今日は。本日は、ゲストと

して井上雅之ガバナー補佐、安藤東元地

区副幹事及び加藤  厚東名古屋分区幹

事をお迎えして、第1508回の例会を始めさせていただきます。 

 

 ゲストの皆様には、会員一同、心より歓迎申し上げます。 

 さて、先ほど、会長・幹事懇談会において、井上ガバナー補佐様よ

り、当クラブのクラブ運営や今後の活動等について、貴重なアドバイ

スをいただきました。当クラブとしましても、この貴重なアドバイス

を今後のクラブ運営に生かし、これまで以上に精進して行きたいと思

います。 

 井上ガバナー補佐様には、このあと、ごあいさつと卓話を頂き、例

会終了後にも、クラブ協議会にご出席いただき、御指導いただく予定

です。どうぞ、よろしく、お願い申し上げます。 

 尚、当クラブも、今年度は千田ガバナーの提唱されている「東日本

大震災被災高校生支援事業」や「地区内他クラブとの交流」に力を入

れるとともに、会員増強や新たな支援事業への取組をすべく、会員一

同一丸となって努力し、クラブテーマである「こころに平和を」育め

るよう精進したいと思っております。 

 ご協力の程、よろしく、お願い申し上げます。 

幹  事  報  告  

1.本日は東名古屋分区ガバナー補佐 井上雅之様、地区副幹事 安藤東元

様、東名古屋分区分区幹事 加藤  厚様をお迎えしての例会でござい

ます。会員一同心より歓迎申しあげます。尚、例会終了後クラブ協

議会を開催致しますので、ご出席の方は 11 階「ビルゴ」にお集ま

り下さい。 

2.6 月にご出産なさいました米山奨学生のラシドファ，カミラ アフマ

ドジョノフナさんに後程会長よりお祝いをお渡し頂きます。おめで

とうございます。 

3.次週8月15日(水)は定款第6条第1節Ｃ項により休会と致します。

従いまして、次回例会は8月22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.事務局の夏休みは8月13日～17日までとなりますので、よろしく

お願い致します。 

ご  案  内 

・「食の会（納涼バーベキューパーティー）」再度のご案内 

（幹事    古川  康司） 

2012-13 年度 R.I.テーマ 

 

 

 

 

 

クラブテーマ 

こころに平和を   

ロータリークラブ 
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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：小關 敏光 幹 事：古川 康司 会報委員長：近藤  朗 題 字：遠藤 友彦 



ガ バ ナ ー 補 佐 卓 話 

国際ロータリー第2760地区 

東名古屋分区ガバナー補佐 

井上  雅之  様 

皆さん、こんにちは。まさに一生に

一度の機会  貴クラブを訪問させて頂

いていることを大変光栄に存じます。 

今年度のRI テーマ「奉仕を通して平和を」 

「平和」とは、非常に抽象的で定義しにくい言葉であり、住んでい

る国や地域社会によって大いに異なるけれども、平和という概念は「満

足感」「心の安らぎ」「幸福感」が含まれ、全ての人々にこの気持が満

たされた時 － それが究極的な平和であります。 

【１】ロータリーは世間に伝える力に欠けている 

ロータリーは素晴らしいことをたくさんしていますが、そのことが

あまり世間に知られていません。 

ロータリーはどんな団体か、どんな活動をしているのか、どんな方

向性に向かっているのか、どんな恒久的テーマ（精神）でやっている

か知られていない。中部経済新聞等の掲載だけで満足することなく、

実現可能な範囲でのマスメディアへの訴求を更に広め、各クラブ単位

で世間へ訴求力を高めて頂きたい。 

【２】田中作次RI 会長が若いロータリアン一人一人にお聞きしたいこと 

（ロータリーの友2月号  横組み12ページ） 

ロータリーは高い地位も低い地位もなく、クラブの中では皆平等で

あります。皆さんがロータリアンであることで、ロータリーから何を

得ていますか、そしてロータリーがこれからどうなっていくべきか進

むべき道はどのようにしたいか、若いこれからのロータリアンに特に

お聞きしたい。 

【３】「会員増強について」2012年国際協議会閉会本会議にて 

（ロータリーの友3月号  横組み32ページ） 

「ロータリーが大きくなれば大きいほど強くなることは確かです。

しかし、会員数だけを目標とすべきではありません。会員数を増やす

ためだけに新会員を入れてもロータリーは強くなれません。ただ入会

できる人ではなく、ロータリアンになれる人を入会させて初めてロー

タリーは強くなれるのです。」 

従来のメンバー（特にロータリー情報委員会や紹介者）が例会毎に

新入会員の近くにいて、クラブへの不安、不備、倦怠感（またある時

は逆に称賛）を聞き出す努力をすべきです。孤独感、違和感を抱いて

退会してしまった例はたくさんあります。 

第 2760地区  千田  毅ガバナーのテーマは 

～ Touch the Rotary ～  “ふれあい、思いやり、そして握手” 

千田ガバナーが、地区のロータリアン一人一人に訴えておられるこ

と、それは、「社会的、経済的危機が未だに続いている現実の中で、ロ

ータリーは何をなすべきか？一般の人の目線に立って、ふれあい、思

いやりを持って行動する活動であり、ロータリーだからできる特権で

あります。握手、強くもっと強く、一人一人が向き合いながら触れあ

って下さい。そのひとときしかないコンタクト。相手の体温を感じな

がら、タッチして友情を深めて下さい」と強調しておられます。 

千田ガバナーが提唱される活動 

【１】東日本大震災  被災高校生支援 

2013年入学（高校生）からのスタートで、“国内2760地区にも、

お父さん、お母さんがいるんだよ”と彼等に寄り添い、心の支えにな

ろうというプログラムであります。 

【２】地区内交流の活性化 

ガバナー方針の一つ「地区内交流の活性化、他の分区の例会に出席

しよう」であります。我が東名古屋分区は、「南尾張分区」と交流する

ことになっております。貴クラブは半田南クラブです。 

【３】会員増強 

4月 15日（日）の地区協議会後に開催された「会員増強セミナー」

で、貴クラブの目標をお聞きしています。「会員増強」は、千田ガバナ

ーの重点目標に取り上げられ、併せて「女性会員、各クラブに 1 名以

上の増員」を提案しておられます。 

一期一会、絆 

各例会は、人生一回の出会い、またとない、ひとときしかないコン

タクトです。だからこそ「卓話の充実」が大事です。今日会ったメン

バーの 100％全く同じで、再び会うことはありません。故 杉本健吉

画伯が「今日は本日限り」とおっしゃっておられる通り、ロータリア

ン同志の「出会い」も「よっぽどのご縁」であり、奇跡と言っても過

言ではありません。「在ること難し」今日の出会いを未来に向けてがん

ばりましょう！! 

井上様からは、詳細な原稿を頂きましたが、編集の都合上、近藤  朗

が大幅に削らせて頂きました。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

井上  雅之様（東名古屋分区ガバナー補佐）    貴クラブを訪問して。 

安藤  東元様（地区副幹事）                 貴クラブを訪問して。 

加藤    厚様（東名古屋分区分区幹事）       貴クラブを訪問して。 

藤原  研一君                              いいことがありました。 

【本日は、ガバナー補佐訪問です。一同心より歓迎申しあげます。】 

小關  敏光君 香田  研二君 古川  康司君 石黒    勉君 

星川  直志君 渡邉  泰彬君 尾関  正一君 梅村美知容さん 

道家  泰之君 岩田  満治君 北村紀子さん 梶川  久雄君 

加島    光君 近藤    朗君 梅田    渉君 柘植  勝介君 

横井    登君 

半泊  與則君 

赤崎  守弘君 

 

西脇  良一君 

伊藤  晋一君 

阿部  美男君 

 

山田  浩二君 

西脇  多吉君 

川村  智康君 

 

木村  雅一君 

入江由希子さん 

加藤あつこさん 

 

 


