
                                                               

本日の例会（第１７７８回）     ５／９（水） 
《地区委員会報告》 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760 地区職業奉仕委員会 

       委員 香田 研二君 

次回の例会（第１７７９回）     ５／１６（水） 
《青少年奉仕月間卓話》 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760 地区青少年奉仕委員会 

             委員長 岡田 雅隆様 

第１７７７回例会記録     ４／２５（水）晴 
◆司   会 梅村 篤君 

◆斉   唱 RS・日も風も星も 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  177５回例会 

欠席会員数  12 名  欠 席 会 員  4 名中 

出席会員数  23 名  MAKE UP  3 名 

出 席 率  65.71％  出席率訂正  96.97％ 

  

会  長  挨  拶 

 会長 加藤 あつこ 

皆さま こんにちは。真夏日から 

昨日の雨より お天気も落ち着い

てきています。いよいよ 新緑の季

節になってまいります。 

私ごとですが、先日内閣総理大臣 

安倍晋三様からのお招きにて「桜を見る会」に行ってまいりました。今

年で 3 回目になりますが、毎年この時期に開催されます。いつも桜は満

開ではありません。今年は桜でなく見事に新緑の新宿御苑でした。その

代り つつじが見事なほどに咲き誇りお天気にも恵まれて、素晴らしい

一日でした。安倍総理はアメリカからの帰国後、ハードなスケジュール

にもかかわらずご夫妻ともども、笑顔でお迎えくださいました。14,000

とも 15,000 ともいわれる招待者の皆さまでした。今回、東京では、大

きな学びを得ました。社会、経済の動きもそうですが、今の時代は大き

く変わってきています。それを常に考え、行動していかなければならな

い事を教えて頂きました。 

それば、一つの事例ですが、セラミックスの変化、進歩です。先輩の矢

野様からの話です。矢野友三郎様は、一般社団法人 日本ファインセラ

ミックス協会の専務理事をお勤めです。ドイツ講演では、セラミックス

についての講師をされ、帰国されたばかりでした。時間的にお目にかか

れないかと思いましたが、お会いすることができました。現状のセラミ

ックスについて お話を伺ってまいりました。セラミックスの応用分野

は、「機械・航空・宇宙」「化学・環境」「生活・スポーツ」「エネルギー」

「電子・情報・通信」「バイオ・医療」と計り知れないほど、我々の地球

上になくてはならない素材になっています。セラミックスの特徴は、軽

い・摩耗に強い・何年経っても安定性がある・絶縁性・熱安定性がある・

腐らない・耐酸化性（サビない）の７つあります。 

セラミックスにはセメント・陶器・ガラス・耐火物などのオールドセラ

ミックスと新しく開発された ファインセラミックスがあります。 

ファインセラミックスは、 

・人体にやさしい。→人工骨・人工関節・インプラント。 

・電気的、光学的に優れている。→スマホ・時計・アンテナ・電子部品 

・硬くて変形しにくい。→風力発電のボールペアリング 自動車・飛行

機・宇宙開発を支えている 

・摩耗、腐食しにくい。強い→文房具・はさみ・包丁・などなど 

・生活の中の スーパー繊維、遠赤外線、抗菌、防臭効果→あったか敷

パット・膝保温カバー・消臭アンダーウエア―・防寒着 

まだまだあるファインセラミックスの商品には 

①・デコレーションセラミックス カラーセラミックス（赤以外）装飾品 

               ラドー・ハイテクセラミックスの時計 

               京セラ・クレサンベール（宝石） 

②・防弾チョッキＦＣ（ピストルの弾も防げる） 

③・ピョンチャンオリンピックのスキーのジャップ台（ドイツ製） 

④・海底地震観測の耐圧容器  などなどです。 

⑤・原子力にも強い材料 

ファインセラミックスの世界市場は、6.7 兆円です。日本は世界市場ト

ップで、2.7 兆円、4 割の生産額です。2024 年には 10 兆円に拡大す

る とのこと。 

これからの時代はＣｈａｎｇｅ→変化です。例えば、記録するのにペー

パーパンチ媒体→ 大きなフロッピーディスク→ 8 インチのフロッピ

ー→ 3.5 インチのフロッピー→ ＣＤ→ ＤＶＤ→メモリースティク

ＵＳＢとそして メモリーの容量がどんどん増えている。記録媒体だけ

でもこのように変化しています。このように総てが、日に日に変化して

いる。そして そのスピードが、ますます速くなっている。日本のスピ

ードは海外に比べて遅い。世界中を見ていらっしゃる矢野さんだからこ

その見解です。それに気づいていないことが問題であると矢野さんは危

機感を持っていらっしゃいました。 

時代の変化は他の分野でもあります。 

  ・スマホの活用 ・パソコンの進化・コンピューター変革 

  ・自動車では、水素エネルギー や 無人運転 

  ・ドローンの出現 

  ・キャッシュレスの方向 

  ・ビックバンクの構造改革    などなど 

正しい情報をキャッチし、理解していきたいものです。 

今日は何の日 

 1792 年：フランスでギロチンの実用化 

 1868 年：ハワイ移民の先駆者たちの船出。横浜港を出発、35 日か

けてハワイに到着した一行は大歓迎を受けたという。 
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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．３９ 

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 



 1868 年：近藤 勇が処刑される 

 1926 年：東京・上野両駅で、入場券自動販売機を導入し、使用開始 

 1963 年：大阪駅前に初の横断歩道橋 

 2005 年：ＪＲ福知山線脱線事故で死者 107 人  

幹 事 報 告 

１．去る４月１５日（日）の地区研修・協議会にご参加の皆様、大変お

疲れ様でございました。後程、次期会長、次期会員増強委員長、次期国

際奉仕委員長にご報告をして頂きます。 

２．次年度委員会事業計画及び予算書の締め切り日は、４月２７日（金）

となっております。未提出の方は期日までにご提出下さるようお願い致

します。 

３．次週５月２日（水）は法廷休日です。従いまして、次回例会は５月

９日（水）となりますので、お間違えのないようにお願い致します。 

地区研修・協議会報告 

「第 1 分科会」報告            

次期会長  杉浦 定文 

 2018/4/15(日)名古屋キャ

ッスルにて行われた協議会に参加

していきました。最初の全体会議

では神野ガバナーのご挨拶の後、

村井總一郎ガバナーエレクトから

の今年の RI 会長、バリーラシン氏の紹介、そして今年の活動方針「イン

スピレーションになろう」について、そして地区の方針「あなたの街か

らロータリー。あなたの街にロータリー」の説明をして頂きました。ま

た今年度の重点項目としてはポリオ撲滅まであと一歩、できればポリオ

についての卓話を例会で一度はして欲しいとの要望がありました。また

会員増強については新入会員を入れるとともに退会防止にも力を入れて

欲しい、そのためには他クラブを見て自分のクラブの良さを再認識する

ことが重要であるとのことでした。具体的には他クラブの例会に参加し

てみる、特に入会 3 年未満の新入会員が同じ分区内の他クラブを訪問す

るときにはその会員のビジターフィーを地区で補助するよう予算をつけ

ました。その後第一分科会第一部に参加、2750 地区のパストガバナー

である水野功（みずのいさお）さんの講演では会員増強をしっかりとし

て会の基盤を強化すること、そして自分自身ロータリーを楽しもうとい

うこと、自分自身が楽しくないロータリーに友人を誘えるはずがないか

らです。そしてそのあと第 2 分科会に出席してきました。こちらは「ク

ラブ運営部門」でテーマは「クラブからロータリーを発信しよう」でし

た。最初に早川和男次期地区研修委員長から会員増強についての説明が

ありました。そして再び会員増強について澤田文雄次期会員増強委員長

から具体的には、士気を上げてまずは短期間に周りの知人に声をかけな

いといけない、だらだらやっていても効果はないなどのアドバイスをし

て頂きました。6 月は「魔の６月」と言われ退会者が多い時期です。退

会する人はその前に何かしらシグナルを出しています。それをちゃんと

読み取って退会防止につなげるのが大切だとのことでした。また危機管

理委員会からは情報管理を徹底することなどが報告されました。情報漏

れから金銭トラブルに発展した事例もあるとのことです。その他 WFF

では次回の援助国はパキスタンです。。今年も 10/27,28 の二日間、例

年通り栄の久屋大通公園で行う予定です。企業広告をお願いします、と

のことでした。最後に古田次期地区研修委員会副委員長から９０％の退

会者は入会５年未満である、ロータリーの楽しさを知る前に退会してい

る人があまりにも多い、クラブでのきちんとした研修が大事であるとの

ことでした。 

「第 7 分科会」報告     

次期会員増強委員長 岩田  滿治 

2018～2019 年度ロータリーの目標 

1、現会員を維持する 

2、クラブの会員数を増やす（当地区

の会員数 4849 名これを年度内に

5000 名に増強） 

3、新クラブを結成する 

4、特に女性会員、40 歳未満の会員、ロータリーに入会するローターア

クターの数を増やす 

第 7 分科会 会員増強部門「海員増強ガイドより」 第 1 章～第 6 章 

1、クラブの現状評価する「クラブの健康チェック」「会員の多様性」 

男女の比率・40 歳以下の会員数・職業分類のバランスは・ 

2、クラブのビジョンを描く「クラブが近い将来こうありたいと望む姿」 

クラブの強みは・弱みは・変化できるクラブなのか・ 

3、入会への魅力を高める「入会候補者とはどのような人々か」 

友人や同僚・クラブの奉仕活動やイベントで奉仕活動をした事のある人 

・元会員一度退会した会員がもう一度推薦のち入会するケースもある 

・学友・元ローターアクター・元インターアクター・元米山奨学生 

と元青少年交換留学生の兄弟・親・祖父母・親族 

4、会員の積極的参加を促す 

統計によると「会員がロータリーに留まる第一の理由は会員同士の友情

と繋がりである」「会員の満足度アンケート調査の実行」 

5、新クラブのスポンサーとなる 

6、クラブへのサポート：リソースとツール 

＊新入会員と言う言葉はありません！新会員です。 

会員増強ガイドを開いてみてください 

Rotary / org / ja / membership 

 

「第４分科会」報告          

次期国際奉仕委員長  伊藤 晋一 

第４分科会国際奉仕部門のテーマは、

前年度同様、グローバル補助金を是

非活用していただきたいとの要望が

ありました。今までに支援事業とし

て、ラオス、フィリピン、タイ、イ

ンドネシア等々に、水道システムの設置事業、スラム街に住む子供達に

文房具などを配給し、教育を受ける為の環境づくり、今年度最後となる

ネパールにおける医療の行き届かない地域への医療支援事業が実施され

ました。 

このような各支援活動を、各クラブで出来れば、補助金を使った新たな

活動を申請して下さいとの事でした。 

しかしながら、当クラブ単独では、現状かなり難しく思い、したがって、

来年度も地区一任で当クラブも協力していく、形が良いのでは、と思い

ました。 

そして最後に、来年度も第６回ワールドフードふれ愛フェスタが１０/

２７（土）、２８(日)の２日間、名古屋、栄、久屋大通公園にて開催され

ます。第５回の収益金は「フィリピンの教育事業」「ポリオ撲滅」の支援

金となりました。是非当クラブも、来年度のワールドフードふれ愛フェ

スタに全員参加をお願い致します。 

 二 コ ボ ッ ク ス 

梅村 美知容さん サクランボがたくさんなりました。 

【本日の卓話は地区研修協議会の報告です。杉浦幹事（次期会長）、岩田次

期会員増強委員長、伊藤次期国際奉仕委員長、よろしくお願い致します。】 

 

加藤あつこさん 

斉藤 裕也君 

星川 直志君 

近藤  朗君 

小關 敏光君 

 

 

遠藤 友彦君 

加藤 昌之君 

岩田  滿治君 

木村 雅一君 

梅田  渉君 

 

尾関 正一君 

西脇 良一君 

西脇 多吉君 

足立陽一郎君 

阿部 美男君 

 

梅村  篤君 

玉置 正樹君 

杉浦 定文君 

伊藤 晋一君 

北村紀子さん 

 


