
                                                                         

本日の例会（第１５５５回）   ８／７（水） 

《会員増強及び拡大月間卓話》 

◆スピーカー 会員増強委員会 委員長 渡邉 泰彬君 

◆題    名 会員増強について 

次回の例会（第１５５６回）    ８／２１（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

※8月 14日(水)は休会（定款第 6 条第 1 節 C 項）になります。 

第１５５４回例会記録      ７／３１（水）晴 

◆司    会 渡邉 泰彬君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・日も風も星も 

◆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  三浦 俊彦様 

国際ロータリー第 2760 地区 地区副幹事  浅岡 勝行様 

国際ロータリー第 2760 地区 東名古屋分区分区幹事  中山 信義様 

出 席 報 告 

 

 

 

例会前に行われた 

会長・幹事懇談会 

 

 

会  長  挨  拶 

会  長  宇都木 寧 

田中ガバナー年度を 7 月に迎え、本

日は、三浦カバナー補佐の当クラブご

訪問です。ようこそおいで下さいまし

た。また、本日、浅岡地区副幹事、中山分区幹事が御同行しておられ

ます。感謝申し上げます。私ども名北ロータリークラブが、三浦ガバ 

 

ナー補佐の最初の訪問クラブとのことであり、大変光栄であるととも

に、緊張しております。後程お話を伺い、ご指導を賜ることとなって

おりますので、会員諸氏におかれましては御静聴のほどお願いします。 

 さて、本日何を話そうか、緊張のあまり、朝まで決まりませんでし

た。接待供応ということで緊張の中、接待に粗相があった場合の実例

等を、歴史からお話しようと思いましたが、本日、会長の私の粗相で、

失礼があっては冗談になりませんのでやめました。そこで、大変熱い

夏ということで、夏について差し障りのないお話をさせていただきま

す。真夏といえば、水着の女性・海水浴等マリンスポーツ、登山等の

アウトドア、草木が燃える、夏祭りというような、活発力の強い健康

なイメージをお持ちだと思います。しかし、私たちの感覚としては、

別のけだるい、いわゆる夏バテのイメージがあります。この相反する

イメージの中、果たして、過去のイメージはどうであったかと考えま

した。実は、夏は、明治前は饑餓疫病の季節でありました。江戸時代

北越雪譜という本には、信州秋山郷 18 ヵ村村人全員が飢え死にした

のは 8 月であったと記されています。方丈記にも「飢饉の歳、4・5

両月数えたれは京の内、路のほとりなる頭4万2300余なんありける。

その前後に死ぬるもの多く」との記載があります。現在の夏祭りの時

期とは少し違うなと感じます。調べましたら、祇園祭り等は全て、疫

病饑餓退散厄よけという願いを込めた祭りであり、収穫を祈る春祭り、

実りを感謝する秋祭りとは異なります。「幽霊」や「お化け」等は夏

に出てくる熱気と湿気が呼び起こすのでしょうか。夏は恐ろしい季節

です。夏バテに注意して、三浦カバナー補佐、会員の皆さん、何とか

夏を乗り切っていただきたいという願いを込めて挨拶とさせていただ

きます。なお、次回会長挨拶は、なぜ、韓国の登山者は、中央アルプ

スで遭難したかお話致します。 

幹  事  報  告  

1.本日は東名古屋分区ガバナー補佐 三浦俊彦様、地区副幹事 浅岡勝行

様、東名古屋分区分区幹事 中山信義様をお迎えしての例会です。会

員一同心より歓迎申し上げます。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 4階「御岳の間」にお集まり下さい。 

2.来る 8 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 100 円

(現行 99円)に変更される旨、RI日本事務局より連絡が届いています。 

2013-14年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

     輝  

ロータリークラブ 

 Weekly Report 

２０１３～２０１４年度 Ｎｏ．６ 

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：宇都木  寧 幹 事：梅村 美知容 会報委員長：加島  光 題 字：遠藤 友彦 

会 員 数  37名  前々回訂正  1552 回例会 

欠席会員数  5 名  欠 席 会 員  5 名中 

出席会員数  32名  MAKE UP  5 名 

出 席 率  86.49％  出席率訂正  100％ 



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 

三浦  俊彦  様 

田中ガバナーは自らをRIの伝道者だ

と述べておられます。ガバナー補佐はガバナーのお考えを皆さんにお

伝えするというのが役割ですから、その立場で少しお話しします。 

＜RI テーマ＞ RI テーマは『ロータリーを実践し みんなに豊かな人

生を』です。そして強調事項は以下の 3 点です。 

① 会員増強     ② 財団を通じた人道奉仕の充実 

③ ロータリーファミリーを通じたネットワークの強化 

＜地区方針＞ RI テーマを受けての田中正規ガバナー方針は「磨いて 

輝こう」で、以下の 4 点を重点項目としています 

・会員の意識向上 ・クラブのパワーアップ ・地区の改革 ・会員増強 

財団を通じた奉仕の充実 

 ロータリー財団を奉仕活動のエンジンにするというのが RIの戦略の

ようです。今年度世界全地区で実施された「未來の夢計画」は、ロー

タリー財団の新たな時代の幕開けです。財団に寄付した資金は地区で

最大 75%まで使用可能となります。我々が自ら計画して行う奉仕活動

の充実のために財団への寄付をお願いしたいのです。 

＜寄付するということ＞ 年度開始にあたってロン・バートン RI会長

は､「ファーストクラス・イニシアチブ」を提唱し全会長エレクトに財

団への寄付を呼びかけられました。2760 地区は日本唯一これを達成

し世界で 473 万ドルが寄付されました。寄付を求められた時に、いく

ら寄付するか？「出せる範囲で」と答えられると思います。しかし、

「何の痛痒も感じない金額を寄付するのではなく、この金額を出した

ら今日の昼食は少し節約しなければならいというような気持ちになる

金額を寄付することで、弱者の痛みを共有する」のだとある人が述べ

ています。私は「寄付する」ということの意味を考えさせられました。

このことは奉仕活動の意味にもつながって来ます。皆さんはどうお考

えでしょう。 

増強について考える －会員の意識向上とクラブのパワーアップのチャンス－  

 RI は現在 120 万人の会員を 2015 年までに 130 万人にしたいと

しています。女性と若い世代の会員の入会を図る努力とともに、毎年

12万人が入会し同数が退会するという現状をどう変えたらよいか。ロ

ン・バートン氏は「ロータリアンの皆さんは、ロータリーに打ち込む

きっかけとなる何かをロータリーで見つけた体験をお持ちだと思いま

す。その感動を新入会員に伝えられれば、『正面玄関から入会して来

た人が、すぐ裏口から出て行くこと』は無くなるはずです。」と述べ

ています。田中ガバナーは「何故ロータリーに入会したか？」と自問

自答してみてどんな答えが出せるだろうと問われました。田中ガバナ

ーご自身では 20 の答えを考えてみたと話されましたが、皆さんはど

んな答えが見いだせるでしょうか？ 

＜私のロータリーモメント＞ 2012-2013 年度の「ロータリーの

友」には「ロータリーモメント」というページがありました。私がロ

ータリーにはまった時という意味です。私のロータリーモメント体験

をお話しします 

・チェンマイクラブの社会奉仕 入会して 2 年目 WCS の視察旅行に

参加しました。そこでタイのチェンマイのクラブが行っている社会奉

仕活動の数々を視察し、ロータリーの奉仕活動はこんなに面白いこと

をしているのかと感動させられたのです。私が興味を引かれた奉仕プ

ロジェクトの一例をあげると、クラブがミャンマーで安価で子牛を購

入、タイの貧しい農民に貸与し飼育してもらいます。牛は畑の雑草を

食べてくれ、育った牛を売却してクラブは初期費用を回収し再度子牛

を購入、残りは農家の貴重な現金収入になるというものでした。 

・国連とロータリー ロータリークラブが国連創設に重要な役割を果

たしたという歴史を知った事も大きな感動でした。1942 年戦時下の

ロンドンで、ロータリアンが平和な戦後世界のための計画を立てる会

議を開催、21 ヶ国の代表が出席した。会議を重ね、それが後に国連機

関ユネスコとなる。1945 年国連創設のためのサンフランシスコ会議

において、国連職員がまだいなかったため、翻訳、決議の表現、議論

の合意などを含む国連憲章起草の専門的な活動に関して、ロータリー

が頼りにされ、ロータリーがアドバイザーとしての地位を与えられた。

1945 年 6月 26 日国連憲章調印式に立ち会うロータリアンの写真は

ロータリーの果たした役割を象徴しています。さあ、ロータリーライ

フの感動を共に語り合い、豊かな人生に踏み出そうではありませんか。 

ク ラ ブ 協 議 会 

 

三浦ガバナー補佐、 

浅岡地区副幹事、 

中山分区幹事 

をお迎えして 

クラブ協議会を開催 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

三浦 俊彦様(東名古屋分区ガバナー補佐)  浅岡 勝行様(地区副幹事)                  

中山 信義様(東名古屋分区分区幹事)   貴クラブを訪問して。 

【三浦ガバナー補佐をお迎えして。】 

宇都木  寧君 北村紀子さん 松岡  三明君 渡邉  泰彬君 

半泊  與則君 古川  康司君 星川  直志君 柴山  利彌君 

尾関  正一君 梶川  久雄君 加藤  昌之君 遠藤  友彦君 

横井    登君 藤原  研一君 西脇  多吉君 尾關實津成君 

石黒    勉君 

阿部  美男君 

岩田  滿治君 

加島    光君 

木村  雅一君 

梅田    渉君 

横井  尚啓君 

 

小關  敏光君 

杉浦  定文君 

西脇  良一君 

 

加藤あつこさん 

横田  徳久君 

梅村美知容さん 

 




