
                                                                         

 

本日の例会（第１６１８回） １１／１９（水） 

◆卓話紹介会員 石黒  勉君 

◆スピーカー 音楽講師 吉川 純子様 

◆題    名 懐かしの映画音楽を紐解く 

次回の例会（第１６１９回）  １１／２６（水） 

《地区委員報告》 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760地区 

                国際奉仕委員会 

 委 員 横田 徳久君 

第１６１７回例会記録    １１／１２（水）曇 

◆司    会 星川 直志君 

◆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   松野 一彦様 

  国際ロータリー第 2760 地区 

    地区副幹事   長坂 邦雄様 

  国際ロータリー第 2760 地区 

東名古屋分区分区幹事代理   小林三重子様 

 米山奨学生 李 珊珊さん 

 梅村美知容さんゲスト 八神 永佳様 

出 席 報 告 

会 員 数  38 名  前々回訂正  1615 回例会 

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  32 名  MAKE UP  3 名 

出 席 率  84.21％  出席率訂正  100％ 

 

 

 

 

 

 

例会前に行われた会長・幹事懇談会 

 

会  長  挨  拶 

コンセントの話 

会  長  岩田 滿治 

家庭用の電気器具類は、

すべてコンセントからプ

ラグを差し込んで使用し

ていますが、コンセントの

穴は左右同じ大きさだと思いますか？家庭用の電気は、

6600 ボルトの高圧電流を柱上変圧器で 100 ボルトに

変えて供給されていますが、万が一、柱上変圧器に故障

があって、6600 ボルトの電流がそのまま流れ込んで来

たら大変です。そうした場合に備えて、家庭用の電線の

片方をアースしてあります。其の為コンセントの穴は左

側が大きくなっているのは、アースをされた側の線を示

しています。 

また、プラグの方はと言いますと、差し込み口が二本

ありますがいずれも丸い穴があけてあります。これはコ

ンセント内がバネになっておりそのバネに突起がついて

いて、プラグを差し込んだ際にピッタリと固定される仕
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組みになっており、接触部分は常に電流によって熱を持

っているため接触不良を起こすとプラグの出し入れ時に

スパークし火花が出て、ガス漏れによる引火爆発、燃え

やすい衣類に引火し、火災を起こす危険を防ぐための知

恵なんです。皆さんも、家にお帰りになったらコンセン

トプラグがグラグラしていないか一度チェックされたら

いかが？ 

 

幹  事  報  告  

1.本日は東名古屋分区ガバナー補佐 松野一彦様、地区副

幹事 長坂邦雄様、東名古屋分区分区幹事代理 小林三

重子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12月10日(水)はクラブ年次総会となっておりま

す。次年度の理事役員を選出する大事な日ですので、

ご欠席のないようお願い致します。 

3.地区大会の出欠票の締め切りは本日までとなっており

ます。出席義務者の方で未回答の方は早急にご提出下

さるようお願い致します。 

 

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 

  松野 一彦 様 

本年度、RI-2760 地区

東名古屋分区ガバナー補

佐を拝命しました名古屋

東山ＲＣの松野一彦です。よろしくお願いします。 

＜地区とガバナー補佐についてのお話＞ 

入会 10 年未満会員さんは、あまり感じて見えないと

思いますが、いまロータリーは、大きく変わってきてい

ます。 

ロータリー100 周年位を機に将来の繁栄に向け徐々

に変わりつつあります。 

“ロータリーの目的”、“新世代”等の様に用語の変化、

e-クラブの様にネット時代対応形態クラブの誕生、ロー

タリー財団では、“未来の夢計画”(新しい補助金モデル)

を掲げ、活動を国際親善色から六つの重点活動を明確に

して補助金を出しています。また、RI 規定審議会への立

法案のあり方として、仕組みや内容も変化の一つと思い

ます。その中の一つとして RI は DLP（地区リーダーシ

ップ計画）を採択し地区内の指導者の育成に力を入れる

様にしました。そして、各地区で CLP も取り入れる様に

成りました。此処で言うリーダーとは、クラブの会長･

幹事・委員長さんを称しての事です。 

地区とは？：ＲＩはＲＣを統括している組織で、地区

は管理の便宜上結び付られた一定の地理的な地域内にあ

るＲＣのグループです。そして役割は、各ＲＣの活動を

効果的に行うためのお手伝いをする事です。 

ガバナーとは？ガバナー補佐とは？：まず、ガバナー

とは？その地区におけるＲＩの管理役員で、その職務は、

地区内クラブを啓発し意欲を与える事、また、地区内の

継続性を確保する事によりクラブを指導し支援する事で

す。ＲＩ理事会決定により世界の全地区がＤＬＰを採用

し当地区は 1999‐2000 年度にＤＬＰの重要な構成

要素の一つであるガバナー補佐制度を導入しました。 

＜ガバナー補佐･地区研修リーダー･地区委員長の任務＞ 

o 地区は各クラブに対して迅速な、且つ懇切丁寧な支

援を行う。 

o 地区内に十分な研修を受けた多くの人材を養成する。 

oガバナー候補者の裾野を広げる。 

o 財団プログラムや地区活動プログラムへの参加者を

広める。 

o 地区内のコミュニケーションを円滑にし、地区組織

を効果的に機能させる。 

o ガバナーが地区の重要な事項に取組める時間を増や

す。 

＜方針と奉仕活動のお話＞ 

RC が行う地域に対する奉仕活動とは、地域のニー

ズに対し知識、行動力を持って行う仕掛け役であり、継

続するために軌道に乗るまでは、お手伝いをし最終的に

は移管をして黒子に成ってバックアップをして行く事で

はないかと思います。 

RC は単年度の活動です。方針に基づいた”活動”を

ビジョンの基に続けることで”運動”にして。そして、

運動として根付いたら移管出来る様に成れば、その事業

は、RC の”めざす姿”はであり、”ロータリーの目的”

であると思います。そして、継続的方針の展開とは、Ｐ-

Ｄ-Ｃ-Ａを回して行くことだと思います。 

私たちの名古屋東山 RC の RCC 愛知池友の会は、愛

知池の自然環境保護の活動をしています。この NPO と

の出会いは、東山 RC５周年、10 周年の記念に桜を植樹

し、この並木をメンテナンスして頂いた事からです。 



2 年ほど前に、東山 RC の桜並木に地元のライオンズ

クラブがベンチを置いてくれました。今では、愛知池の

管理道路を散歩やジョギングする地元人達が、手入れの

された桜並木を眺めながらベンチに腰掛け一時の自然に

接する自然環境スポットと成っています。 

25 年前は、愛知池は水資源公団の管理下で事故等を

懸念し、この一帯立入禁止に成っていました。地域住民

に自然環境保護意識を高めるために地元ＪＣが百年森運

動（現在も継続）と言う活動を商工会青年部を巻込んで

実施していました。この活動を愚直に継続的活動する事

で少しずつ人々が集まる様に成り地域の人達の自然環境

に対する意識も高まり、愛知池の管理も少しずつ緩和さ

れる様になりました。 

いろいろな奉仕団体が、目的を同じくする活動を展開

する事で素晴らしい結果をもたらして行くと思います。

是非これからも進化した運動にして頂く事をお願します。 

雑駁で取留めない話でしたが、本日の卓話と致します。 

 

ク ラ ブ 協 議 会 

 

松野ガバナー補佐、長坂地区副幹事、小林分区幹事代理 

をお迎えしてクラブ協議会を開催 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

松野 一彦様（東名古屋分区ガバナー補佐） 

長坂 邦雄様（地区副幹事） 

小林三重子様（東名古屋分区分区幹事代理） 

貴クラブを訪問して。 

尾関  正一君 

本日偶然に〝ハトコ〟に逢えました。 

梅村美知容さん 

本日ゲストに八神永佳さんをお連れしました。 

 

 

【RI 第 2760 地区 東名古屋分区ガバナー補佐 松野一

彦様をお迎えして。】 

岩田 滿治君 横井 尚啓君 加藤 昌之君 足立陽一郎君 

星川 直志君 梶川 久雄君 古川 康司君 西脇  良一君 

石黒   勉君 木村 雅一君 遠藤 友彦君 入江由希子さん 

道家 泰之君 伊藤 晋一君 松岡 三明君 柴山  利彌君 

渡邉 泰彬君 

小關 敏光君 

西脇 多吉君 

 

杉浦 定文君 

赤崎 守弘君 

阿部 美男君 

 

玉置 正樹君 

香田 研二君 

加島   光君 

 

尾關實津成君 

加藤あつこさん 

宇都木  寧君 

 


