
                                                                         

 

本日の例会（第１５５８回）   ９／４（水） 

《新世代のための月間卓話》 

◆卓話紹介会員 青少年奉仕委員会 

         委員長 入江由希子さん 

スピーカー 名古屋名城ローターアクトクラブ 

       12-13 年度幹事 亀井 杏奈 様 

◆題    名 「ローターアクトの活動について」 

次回の例会（第１５５９回）    ９／１１（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

（時間：午後 5 時 30 分～  会場：アパホテル名古屋錦） 

第１５５７回例会記録      ８／２７（火）晴 

◆司    会 石井 弘子さん（名古屋錦 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 田中 正規様 

  国際ロータリー第 2760 地区 地区幹事 榊原 勝俊様 

◆来訪者受付  大垣西 RC 長岡涼一郎君 他 23 名 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1555 回例会 

欠席会員数  4 名  欠 席 会 員  7 名中 

出席会員数  33 名  MAKE UP  7 名 

出 席 率  89.19％  出席率訂正  100％ 

 

田中ガバナーをお迎えして例会前に行われた 

6RC 合同（北・守山・錦・葵・アイリス・名北） 

会 長 ・ 幹 事 懇 談 会 

 

 

 

－ ６ＲＣ合同 田中ガバナー公式訪問 － 

ホスト：名古屋錦 RC  会場：名古屋東急ホテル 

会  長  挨  拶 

会  長  宇都木 寧 

皆様、こんにちは。 

本日は、第 2760 地区田中

正規ガバナー及び榊原勝俊地

区幹事をお迎えして、11 時

30 分より、当ホテルにおきまして、6 ロータリークラ

ブの会長・幹事懇談会が行われました。この懇談会では、

田中ガバナーや地区幹事より、本日の公式訪問の趣旨等

を丁重かつ分かり易くご説明いただき、また、6 ロータ

リークラブの今後のあるべき指標等につき、適切かつ貴

重なアドバイスをいただきましたことに感謝申し上げま

す。併せて、本例会のご準備をしていただきました錦ロ

ータリークラブの伊藤会長はじめ、ご担当の皆様にも厚

く御礼申し上げます。 

 さて、本日は、後ほど、田中ガバナーより、所信表明 

等のお話をしていただきますので、私自身も大変楽しみ 

にしております。 

なお、田中カバナーより、カバナー方針として「磨い

て 輝こう」というお言葉をいただいています。カバナー

方針に関し、先日、三浦ガバナー補佐より大変貴重なお

話をいただきました。感じたことをお話させていだきま

す。それは、私達ロータリアンの指命と心がけについて

です。我々ロータリアンが自由と平和をなぜ希求するの

か、私達が、奉仕という倫理と道徳律に基づいて行動す

る。そして自らを磨き、自らの研鑽の上、自らを輝かせ

る行動をする。そのような行動をなすからこそ、良心に

基づく自由な人間であり、平和を望み正義を求めるとい

う、自らに誇りを保たせるお話でした。このお話をいた 
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だき、わたくしどもはロータリアンとしてさらに自らの

指命を自覚するに至りました。 

 本日の例会においても、さらにこのロータリアンとし

ての自覚を高め、自らをさらに輝かせたいと祈念し、会

長あいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

幹  事  報  告  

1.本日は国際ロータリー第 2760 地区ガバナー 田中正

規様並びに同地区幹事 榊原勝俊様をお迎えしての 6

ＲＣ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9月11日(水)の夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.の出欠票の

締め切りは8月30日(金)までとなっておりますので、

よろしくお願い致します。 

ガ バ ナ ー 卓 話 

国際ロータリー第 2760 地区 

ガバナー   田中正規様 

私は本年 1 月 14 日から

19 日まで米国カリフォルニ

ア州のサンディエゴでの国

際協議会にガバナーエレクトとして研修してきました。 

朝 8 時半から夕方 5 時 30 分まで 8 回の本会議とワ

ークショップ、パネル討論、アイデア交換などがありま

した。 

私が行った年度は田中作次さんが日本から 30 年ぶり

にＲ.Ｉ.会長になられ、そのため日本からの理事、研修リ

ーダーの方も大変熱が入っていました。本会議には日の

丸の入場と「君が代」が歌われたいへん感動しました。 

2013－14 年度Ｒ.Ｉ.会長ロン・バートンさんの紹介

と挨拶があり、バートンさんは“ENGAGE ROTARY 

CHENGE LIVES（ロータリーを実践し みんなに豊か

な人生を）”とテーマを示されました。私は「ロータリー

に積極的に参加し、自分と周りを磨き上げ、輝かしい人

生に変えていこう」と理解しました。 

ロータリーが他の団体と違う点の一つは、高い利益水

準を推進していることです。ロータリーは信用に値する

という、一緒に活動する人々から信じてもらえますと、

バートンさんは思っておられます。 

バートンさんはＲ.Ｉ.の戦略計画、財団の未来の夢計画

にも当初から中心的に加わってきました。その中で、 

①クラブのサポートと強化 

 

②人道的奉仕の重点化と増加 

③公共イメージと認知度の向上 

が、一番の戦略計画の優先計画であります。これは、

2013-14年の理事会がロータリーの方向性を決定づけ

る重要な計画として作ったもので、異なる国の異なる地

域におけるロータリーの状況を調べ、地域の強み、改善

例、課題を特定しました。 

まず①「クラブのサポートと強化」は、 

・クラブの刷新性と柔軟性を育てる 

・さまざまな奉仕活動へ参加するよう奨励する 

・会員の多様性を増進する 

・会員の勧誘と維持を改善する 

・リーダーを育成する 

・新クラブの結成 

・クラブの次期における戦略計画の立案を奨励する 

－ということになります。 

 ②「人道的奉仕の重点化と増加」では、2013－14

年の最重要計画はポリオの撲滅です。ポリオは日本にお

いては 1960 年、年間 5600 人のポリオ患者が発生し

ました。しかし 1963 年、生ワクチンの使用で大規模な

流行は急減。1980 年、1 例を最後に野生のポリオ患者

の発症はありません。数年に一度生ワクチンのウイルス

の突然変異で発症しますので、日本では突然変異を起こ

さない不活化ワクチンを使用するようになりました。現

在ポリオの常在国はナイジェリア、パキスタン、アフガ

ニスタンです。インドは撲滅されました。当地区もイン

ドに何年か前から接種活動を行ってきました。 

今外国からのウイルスの侵入を阻止するにはワクチン

の高摂取率を持続することが重要です。だから日本で現

在でもまだ乳幼児にはポリオワクチンを投与しているわ

けです。今ポリオ撲滅事業を中止したり衰退させると今

までの苦労は水の泡となります。ワクチンの高摂取率を

継続維持しポリオ撲滅活動を積極的に進めることが重要

であります。どうかポリオ活動にご理解ください。 

当地区でも公共イメージのためにポリオ撲滅を前面に

掲げて、ロータリーの創立の 2 月 23 日にマスコミ、新

聞紙上に全国一斉に“エンド・ポリオ・ナウ”－ポリオ

撲滅というコマーシャルを提供する予定であります。2

月 23 日はロータリーが最初にポール・ハリスが会合を

持った日を創立記念日としております。 

それから以下の分野における奉仕活動の継続性を高め

る新世代プログラムがあります。これは、インターアク 



 

ト、ローターアクト、ライラ、青少年交換。この 6 クラ

ブはすでにいろんな多彩な奉仕活動をやっておられます。

継続して続けていただければありがたいと思います。 

③「公共イメージと認知度の向上」は、 

・イメージとブランド認知を調和させる 

・行動を主体とした奉仕を推進する 

・中核となる価値感を推進する 

・職業奉仕を強調する 

・クラブにおけるネットワークづくりの機会、ならび

クラブ独自の主な活動について周知を図るようクラブに

奨励する 

－ということであります。 

「公共イメージと認知度の向上」の目標は、ブランドを

強化する見込みや、何も商業的な意味を持つものではあ

りません。私たちロータリアンは何をしているかを一般

社会に伝え、人々がロータリーについてどのようなイメ

ージを持つかという点に取り組むことを表しています。 

 ロータリーのストーリーを伝え、その強みを強調し、

ロータリーの影響を世界に広げることを目的としており

ます。 

Ｒ.Ｉ.会長の強調事項は 

１. 会員増強の推進 

２. ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実 

３. ロータリー・ファミリーを通じたネットワークの

強化であります。 

「ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実」というの

は、財団の 6 つの重点項目 

・平和と紛争予防／紛争解決 

・疾病予防と治療 

・水と衛生設備 

・母子の健康 

・基本的教育と識字率向上 

・経済と地域社会の発展  

の項目に値すれば、財団の方からグローバル補助金とし

て半額出される比較的高額な援助があります。 

私は、地区の方針として 

・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 

とさせていただき、地区のキャッチフレーズは「磨い 

て 輝こう」とさせていただきました。 

 

この 6 クラブは、それぞれやることは違っても、気持

ちは同じ方向性を向いていると、私は判断して大変安心

しております。ますますの皆様の活躍をお祈りしており

ます   本日はお招きいただきましてありがとうござ

いました。なかなかこういう機会で話すことはありませ

んが、ホームページでいつも発信しております。どうか

各会員アドレスを持って「ガバナー月信」を検索してい

ただくとありがたいと思います。 

あと少しの時間、奉仕についてのビデオをご覧下さい。

＜ビデオ上映＞ 

ご静聴ありがとうございました。この 1 年、

“ENGAGE ROTARY CHENGE LIVES”で行き

たいと思います。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

【本日はガバナー公式訪問です。よろしくお願いします。】 

宇都木 寧君 尾関 正一君 星川 直志君 梅村美知容さん 

伊藤 晋一君 岩田 滿治君 古川 康司君 尾關實津成君 

杉浦 定文君 渡邉 泰彬君 西脇 良一君 加藤あつこさん 

横井 尚啓君 横井   登君 木村 雅一君 足立陽一郎君 

加藤 昌之君 

遠藤 友彦君 

梶川 久雄君 

小關 敏光君 

 

柘植 勝介君 

赤崎 守弘君 

加島   光君 

西脇 多吉君 

 

梅田   渉君 

柴山 利彌君 

近藤   朗君 

横田 徳久君 

 

香田  研二君 

石黒    勉君 

阿部  美男君 

入江由希子さん 

 

 


