
                                                               

本日の例会（第１７５３回）    １０／１４（土） 
◆ワールドフード＋ふれ愛フェスタ特別例会を行います。 

次回の例会（第１７５４回）    １０／２５（水） 
《社会奉仕月間卓話》 

◆卓話紹介会員 社会奉仕委員会委員長 梶川 久雄君 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760地区社会奉仕委員会 

        委員長 杉浦 文雄様 

◆題    名  「地区内の各ロータリークラブの社会奉仕事業の状況」 

第１７５２回例会記録    １０／１０（水）晴 
◆司   会 植村 元雄君（名古屋錦ＲＣ） 

◆斉   唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 国際ロータリー第 2760地区 ガバナー 神野 重行様 

        国際ロータリー第 2760地区 地区幹事 加藤 定伸様 

◆来訪者受付 名古屋北ＲＣ 青木 秀人様 他 14 名 

出 席 報 告 

会 員 数  ３４名  前々回訂正  17５０回例会 

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  25名  MAKE UP  0 名 

出 席 率  73.53％  出席率訂正  88.89％ 

                 

３ＲＣ合同（守山・錦・名北） 

神野ガバナー公式訪問  
ホスト：名古屋錦 RC 

会場：名古屋ガーデンパレスホテル 

 

 

 

 

神野ガバナーをお迎えして例会前に行われた 

３RC 合同会長･幹事懇談会 

会  長  挨  拶 

名古屋守山 RC 会長  

松崎 美都子様 

2017-18年度名古屋守山Ｒ

Ｃ会長を務めます松崎 美都子

でございます。僭越ですがご挨

拶させて頂きます。 

先ほど、神野ガバナー、加藤

地区幹事様を交えまして「会長・幹事懇談会」が行われました。神野ガ

バナーのお言葉には生命が、しかもお名前の通り、神まで宿っておりま

すので、いつもながら有難く拝聴致し、今後のクラブ運営に生かして参

りたいと存じます。そして、名古屋錦ＲＣの丹羽会長様、名古屋名北Ｒ

Ｃの加藤会長様の会長方針もお聞きし、素晴らし方針に感動し、大変勉

強になりました。 

私共、名古屋守山ＲＣは、歴史と伝統を守り続けて本年度 54年目を

迎えました。多い時には 100人程の会員数を誇っておりましたが、

2016-17年度年初には 34 名からのスタートとなり、存続の危機に陥

りました。そこで、会員増強プロジェクト「チーム 50」を立ち上げ、

会員一人一人をやる気にさせる会員増強の仕組みを西脇エレクトの提案

で作りました。その成果が表れ、現在、会員数は 41 名になりました。

ご長老の方の病気退会、死ぬまでロータリアン退会もあった中での増強

でした。 

本年度、当クラブのクラブテーマを「ロータリーを楽しみ、人生に潤

いを」と致しました。働き盛りの若い会員さんも増えましたので、例会

開催日数も年間 40 回と柔軟性を持たせ、先日の指導者育成セミナーの

講演にもあった「ロータリーの多様性」を念頭に置いてクラブ運営に当

たりたいと考えております。 

神野ガバナーのご提案であるクラブ戦略委員会は、「ストラテジー6」

として立ち上げ、当クラブの将来を見据えた運営に繋げて参ります。 

また、今年度の会員増強目標を達成するために、「チーム 50」を「チ

ーム 60」にバージョンアップして頑張って参ります。 

最後になりましたが、本日は錦ＲＣの皆様に、大変お世話になりあり

がとうございした。心より感謝を申し上げご挨拶に代えさせて頂きます。 

名古屋名北 RC  

会長 加藤 あつこ 

皆さま、こんにちは。私、

名古屋名北ロータリーク

ラブの加藤と申します。 

本日は、神野ガバナー様を

お迎えしての 3 ロータリ

ークラブ合同例会に参加させていただきありがとうございます。 

神野ガバナー様におかれましては、ご多忙のところ ご来訪賜りまし

てありがとうございます。本日はよろしくお願い申し上げます。 

守山ロータリークラブ様、名古屋錦ロータリークラブ様と共に 

神野ガバナー様からの ご教授を 学んでまいりたいと存じます。 

そして、錦 RC様、守山 RC様 のロータリー活動も勉強させていた

だきます。 

よろしく お願い申し上げます。本日は、錦ロータリークラブ様のホ

ストにてお世話になります。会員ともども感謝申し上げます。よろし

くお願い申し上げます。さて、当名北 RCのクラブテーマを【 愛 】

といたしました。 

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

愛 

～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．１５ 

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：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



サブテーマは＜親睦・奉仕を通じて、ロータリーを楽しもう＞です。 

愛は、親が子を育てるように、愛の心・感謝する心・思いやりの心・

人の幸せを願う心・明るい建設の心をもって親睦・奉仕を通じて地域

社会の人びとに「幸せの種子を蒔く」ロータリー活動にしてまいりた

く会員一丸となり頑張ります。本日の合同例会が、有意義で、実り多

いものになりますようご指導賜りますようお願い申し上げます。結び

に、神野ガバナー様はじめ 第 2760 地区のますますのご活躍とご繁

栄 そして、ロータリアンの皆々様のご健勝、ご多幸を祈念申し上げ 

ごあいさつとさせていただきます。 

名古屋守山 RC 会長      

丹羽 繁様 

本日は、神野ガバナーをお迎え

しての例会です。 

また、名古屋守山ロータリーク

ラブ、名古屋名北ロータリークラ

ブの皆様との合同例会でもあります。私ども名古屋錦ロータリークラブ

がホストを務めさせて頂きますので、宜しくお願いいたします。 

例会に先立ち、会長幹事懇談会が行われました。親しみに溢れた暖か

い雰囲気の中で、色々なお話を伺う事が出来、非常に勉強になりました。

皆様もガバナーのおそばで直接にお話を伺える貴重な機会ですので、期

待していらっしゃる事と思います。 

 今期の地区方針は「今日からのロータリーを楽しもう！」です。会長

幹事懇談会の雰囲気をそのまま例会に持ち込み、楽しく進めて参ります。 

今年度のクラブテーマは、「暖かい規律あるクラブ」です。私どものク

ラブは女性会員が１／３を占め、暖かい和やかなクラブと自負しており

ます。そして、昨年７月より先週までで８名の新入会員が入り、今尚２

～３名の入会希望者が有ります。もう一度全員で規律を見直し、新旧交

代を進めてクラブを発展させたいと思います。 

ＷＦＦの震災被災企業応援ブースはこの３年間、当クラブが中心とな

って運営しており、その事について感謝しております。 

 今後ともより良いクラブ運営をしていきたいと思っておりますので、

宜しくご指導の程をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせて頂きます。  

幹 事 報 告 

１．本日は国際ロータリー第 2760 地区ガバナー 神野重行様並びに同

地区幹事 加藤定伸様をお迎えしての ３ＲＣ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．次回の例会は、１０月１４日（土）にアパホテル名古屋錦にて（１２

時３０分より）行います。なお、１０月１８日（水）の例会を変更してお

りますので、お間違えのないようにお願いいたします。 

            ガバナー卓話  

国際ロータリー第 2760 地区 

ガバナー 神野 重行様 

今年度の RI 会長テーマは、ご存知

の通り、「ROTARY：MAKING A 

DIFFERENCE(ロータリー：変化を

もたらす)」です。 

イアン・ライズリー会長は、「ロータリーは、自らの職業の倫理性を高め、

それを通して世界で良い事をしようという理念を変える事はありません。

ただその行動は、時代と共に変化させてきています。今この時代だから

こそロータリーは、目的と理念を大切に守りつつ、世界で良い事をしよ

うという奉仕活動をもっと周りの方々に伝播させていく事が求められて

います。それにはまず、私共が自ら行動する事によってロータリー活動

の意義、そして楽しさをしっかり感じる事が大切です。それをする事に

よって自らを変え、そして周りを変えていく力になるでしょう」と言っ

ておられます。 

 つまり、「世の中で良い事をしよう。それが自分の務めであると信じる

人が集まる団体、これがロータリーである。地域社会と世界に変化を生

み出したいという願いを、ロータリーを通じて実現できるようになった

という人が集まった組織がロータリーである」という事です。即ち「奉

仕という行動を通じて、自分自身をも含めた人々の生活に変化をもたら

そう」というのがライズリー会長のメッセージだと私は理解しています。 

私は、国際協議会でライズリー会長の「RI 会長テーマ講演」を聞きまし

て、大変革の時代のロータリーのリーダーに相応しい人物だと感じまし

た。その理由の第１は、ロータリーとして初めて環境問題に対しての行

動を具体的に提案された事。第 2 に、我々の行動によって周りをも変え

ていこうという考え方をはっきり打ち出した事。そして第 3 に、ロータ

リーの未来に向けての課題、問題点を明確に指摘された事です。 

その中でライズリーRI会長は、「会員の男女比率」、「平均年齢」につい

て、ロータリーの未来を見据えた問題として提起されました。 

世界の会員の女性比率は、現在 21.5％です。日本は、東京 13.5％、神

奈川 12.4％、福岡、大阪、京都など大都市圏といわれる所は 12％台で

す。全国平均ですと少し下がりまして 6.2％という数字が出ております。

それから見ますと、愛知の 4.6％はちょっと低すぎると思います。また、

「平均年齢」については、世界でも 30 代の会員というのは 5％に満た

ないようでして、日本でも平均年齢が 60 歳を超えるという状態が普通

の状態になっています。しかし、日本では 90％のクラブが昼に例会を

開いていて、平日に集中しています。更に入会金、会費なども結構高い。

こうしたものが障害となって若い方の入会を妨げています。各クラブに

おかれましては、戦略委員会で将来に向けて例会のあり方、クラブのあ

り方を考えて頂ければと思います。 

 本年度の地区方針は、「今日からのロータリーを楽しもう！」としまし

た。これは、昨日までのロータリーが正しくなかったという事ではあり

ません。ロータリアンとは絶えず向上意欲をもって日々研鑽に励んでい

る人であります。その集合体であるクラブには、より高いロータリーブ

ランドの追及を目指して頂きたいし、その追及が私共会員の楽しみにな

らなければクラブの維持発展はできないという事であります。 

 地区ビジョンは、前年度と同じ「10年後も 20年後も地区の輝きが

持続可能であること」です。そして、５つの行動指針については、今迄

申し上げてきた事と重なりますので、また確認をしておいてください。 

My Rotary については、50％の登録を目標にしています。登録して大

いに活用して頂きたいと思います。最後に、来年 6 月にトロントで国際

大会がございます。ガバナーナイトは 6月 24 日です。皆様方にもご参

加頂き、またあちらでお目に掛かりたいと思います。 

二 コ ボ ッ ク ス 
【３ＲＣ合同例会お世話になります。よろしくお願い申し上げます。】 

加藤あつこさん 杉浦 定文君 渡邉  泰彬君 梶川 久雄君 

足立陽一郎君 岩田  滿治君 尾関 正一君 平子 明資君 

星川 直志君 横井  登君 遠藤 友彦君 尾關實津成君 

玉置 正樹君 梅村  篤君 石黒  勉君 入江由希子さん 

西脇 多吉君 

西脇 良一君 

小關 敏光君 

宇都木 寧君 

梅田  渉君 

阿部 美男君 

祖父江佳乃さん 

 



 


