
                                                                                          

 

本日の例会（第１６５７回） １０／７（水） 

◆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 

国際奉仕委員会 委員長 香田 研二君 

◆題    名 基本的教育と識字率向上について 

※例会後、職場見学会（名古屋港海上交通センター）を行います。 

次回の例会（第１６５８回）  １０／１４（水） 

◆加藤ガバナー公式訪問が行われます。 

第１６５６回例会記録     ９／３０（水）晴 

◆司    会 梅村美知容さん 

◆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 

東名古屋分区ガバナー補佐   藤田 義明様 

国際ロータリー第 2760 地区 

        地区副幹事   野田 正治様 

国際ロータリー第 2760 地区 

東名古屋分区分区幹事   加納 伸康様 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1653 回例会 

欠席会員数  5 名  欠 席 会 員  9 名中 

出席会員数  32 名  MAKE UP  8 名 

出 席 率  86.49％  出席率訂正  97.06％ 

 

例会前に行われた会長・幹事懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  挨  拶 

会  長  加藤 昌之 

本日はガバナー補佐をお迎えし

ての例会です。名北ロータリーの現

状をつぶさに見ていただきまして

いろいろご指導を仰ぎたいと思い

ます。何卒よろしくお願い申し上げます。 

また、皆様もうご存知のように、事務局員の山本さんが本日を持っ

て辞められます。長い間、名北ロータリー事務局、ロータリアンの為

に尽くしていただき、誠に感謝申し上げます。今後は青木さん一人体

制の事務局になります。例会の受付業務等何かと不便をおかけするか

もしれませんが、みんなで作業を分担して本年度のテーマである「み

んなのために」の精神で乗り切りましょう。私はこのような事態を予

測してこのテーマを選んだのではなく、ロータリーの理念である「超

我の奉仕」が「何事も人々からして欲しいと望む事は、人々にもその

とおりしてあげるよう努力する事」だと思うからです。会員の数が減

っています、クラブのよりよいサービスが皆さんに行き届かない点も

あるかもしれません。みんなで補って楽しいクラブライフを実現しま

しょう。本日はガバナー補佐訪問でもあります。このような本年度の

我がクラブがやる事をご報告してご指導を仰ぎたいと思います。 

今日はフォルクスワーゲンの不正問題の話題を取り上げたいと思い

ます。ロータリーの職業倫理観から言っても全く考えられない事であ

り、「４つのテスト」を出すまでもなく、全くの詐欺的犯罪です。世界

に多くの影響が出ます。排気ガスの影響を受ける市民、無公害車だと

思って購入した市民、その被害者が車に乗り続ければ加害者になりま

す。また、安全な車だと思って造っていた工場の従業員、またその家

族の思い。そのような事を考えると誠に根の深い事件だと思います。

長年バレなかったのに『運が悪い』で片付けられません。 

2015-16年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

みんなのために！ 
～奉仕と親睦を楽しむ～ 

ロータリークラブ 
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では、我々ロータリアンは「４つのテスト」を常に実践しています

のでこのような事は考えられません。「４つのテスト」を記したハーバ

ート・テーラーの「我が自叙伝」にこんな事が書かれています。「『４

つのテスト』は人々の良いところをますます良くするのだ。正しい行

動の前提となる思考力を育む。」と言っています。これはすごい言葉だ

と思います。その次に、「思考という種をまけば行動という収穫を得る。

行動という種をまけば習慣という収穫を得る。習慣という種をまけば

性格という収穫を得る。性格の種を播けば運を手中に収める」と言っ

ています。私は今回の事例で、職業倫理を高めるため「常に正しい思

考力」を育むことが、成功の近道であり、運に恵まれた人生を勝ち取

る事が出来ると思いました。 

幹  事  報  告 

１．本日は東名古屋分区ガバナー補佐 藤田義明様、地区副幹事 野田

正治様、東名古屋分区分区副幹事 加納信康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．その他は幹事報告をご参照下さい。  

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   藤田 義明様 

本年度、ＲＩ２７６０地区ガバ

ナー補佐を務めさせていただく名

古屋葵ＲＣの藤田義明です。一年

間よろしくお願いします。創立３

５周年おめでとうございます。Ｒ

Ｉ会長は、スリランカ コロンボ

ＲＣのK.R.“ラビ”ラビンドラン会長であります。本年度の RI 会長方

針は、「Be a gift to the world」 （世界へのプレゼントになろう）

であります。加藤陽一ガバナーは「世界へのプレゼントになろう」を

「世界へ奉仕する人になろう」に変えると理解し易いと解説していま

す。本年度の地区方針は、「ロータリーの原点に学ぶ」～友情と寛容の

輪を拡げよう～であります。加藤陽一ガバナーは近年ロータリアンに

なるハードルが低くなってきている中で、今年はロータリーの原点に

ついて勉強して頂きたいと思い「ロータリーの原点に学ぶ」としまし

た。 

＜地区からのお願い＞ 

 ロータリー希望の風奨学金に、1,000 円／人の寄付。 

 2016 年国際ロータリーソウル大会のガバナーナイトの参加。 

 ロータリー財団・ロータリー米山記念奨学会の寄付。 

 第３回ＷＦＦのチケットを、２枚（4,000 円）／人の購入。 

 

＜分区からのお願い＞ 

 第３回ＷＦＦに東名古屋分区ブースを出店し、東日本大震災で被

災した東北地区の物産品をブースにて販売します。多くの会員の

方に物産品購入のご協力をお願いします。 

 現在の名古屋名城ＲＡＣの会員数は１６名であります。提唱クラ

ブとして名古屋名城ＲＡＣの会員拡大に協力をお願いします。ク

ラブ当たり最低２名の新入会員の紹介をお願いします。 

 2016 年 2 月 25 日に、東急ホテルにて、「愛あるロータリー活

動」のテーマのもと東名古屋分区 IM を開催します。IM にクラブ

の全員登録をお願いします。 

ロータリーの原点は、1905 年に弁護士ポール・ハリスと 3 人の仲

間たちが、ロータリー創設時に採択した「一業種一会員制の原則」と

「規則的例会の出席」であります。「一業種一会員制」は、2001 年の

規定審議会で、制度的には変更されましたが、やはりロータリーの中

核的原理だと思います。その地域のその業種を代表する人が、ロータ

リアンとなり、親睦を重ね、奉仕活動を行う。これがロータリーの原

点であります。そこから、導かれる例会の形は、ロータリアンが自己

の職業について卓話するいわゆる会員卓話が中心となるべきでありま

す。そして、この卓話を全てのロータリアンが聞く例会出席重視が重

要ということになるのではないかと考えます。これが「規則的例会の

出席」の意味だと思います。名古屋名北ＲＣの皆様も、その業界の代

表者であります。その立派な異業種の代表者の卓話を聞いて自らを磨

いていく。これが例会の大きな意味であると思います。ホーム例会を

大切にして頂きたいと思います。 

ロータリーの奉仕活動について、日本ロータリーの創始者、東京Ｒ

Ｃの米山梅吉先生は「ロータリーは奉仕クラブではない」「クラブとし

て奉仕すべきものは原則として何もない。では、クラブは一体何をす

るところなのか。それは奉仕するロータリアンを育てるところである」

と言っています。「個々のロータリアン一人一人が奉仕活動をする。」

これが原則であり、ロータリークラブは、その個人を育てていく場と

考えられます。「奉仕の心を持ったロータリアンを育てる」には、クラ

ブ例会を中心としたクラブ奉仕だと思います。各クラブには諸先輩が

つくられたクラブの歴史があります。その歴史と伝統を引き継ぎなが

ら、クラブの将来の展望を考え、クラブ奉仕に重点をおいて、奉仕活

動を一つでも多く考えて頂きたいと思います。その奉仕活動で奉仕す

るロータリアンが育つと思います。「個々のロータリアン一人一人が奉

仕活動をする」これがロータリーのアイサーブであると言われていま

す。奉仕の心を企業生活に適用すれば職業奉仕になります。これがア

イサーブの始まりです。 

IM のテーマに、「愛あるロータリー活動」としました。これは、クラ

ブの慣習や形式に流されるのではなく、真心をもって、ロータリー活

動を行ってほしいということです。これは、本年度のガバナー方針「友

情と寛容の輪を拡げよう」とも共通します。心のこもった愛のある活



動をクラブの各委員会でお考え頂きたいと思います。ロータリークラ

ブは、基本的に、先ず楽しくなければなりません。酒を楽しみ、ゴル

フや旅行を楽しむのも結構であります。ロータリー活動は楽しくなけ

れば長続きしないと思います。例会もそうです。会員卓話の担当とな

ったとしても楽しく卓話をして下さい。例会に出ることがワクワクす

るようになっていただきたいと思います。ただ一点、忘れてはならな

いことは、何をするにつけても、己の足らざるところを他のロータリ

アンから学ぶ姿勢を持つことであります。ロータリアンがお互いに学

び合うことによって自らを高め合うことであります。そこにロータリ

ーの魅力があると思います。ご静聴ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

藤田ガバナー補佐、野田地区幹事、加納分区幹事を 

お迎えしてのクラブ協議会 

ニ コ ボ ッ ク ス 

藤田 義明様（東名古屋分区ガバナー補佐） 

加納 信康様（東名古屋分区分区幹事） 

本日は、ガバナー補佐訪問のために、色々とご準備ありがとうござい

ます。よろしくお願いします。 

野田 正治様（地区副幹事） 

本日は、ガバナー補佐訪問に同行させていただきました。よろしくお

願い致します。 

阿部 美男君 

ニコボックスありがとうございます。 

【本日はガバナー補佐訪問です。藤田ガバナー補佐と野田地区副幹事、

加納様、お世話になりますがよろしくお願いします。】 

加藤 昌之君 尾関  正一君 玉置 正樹君 祖父江佳乃さん 

岩田  滿治君 横井  尚啓君 横田 徳久君 古川  康司君 

北村紀子さん 橫井  登君 渡邉  泰彬君 星川  直志君 

松岡 三明君 木村  雅一君 柴山  利彌君 尾關實津成君 

石黒  勉君 

香田  研二君 

西脇 良一 

梅田  渉君 

加島  光君 

斉藤 裕也君 

小關  敏光君 

藤原  研一君 

足立陽一郎君 

杉浦  定文君 

梶川  久雄君 

梅村美知容さん 

 

 

 

 

 

 


