
                                                                                          

本日の例会（第１７９５回）  ９／１１（火） 
◆2RC（錦・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

◆ホスト 名古屋錦ＲＣ 

◆会 場 名古屋ガーデンパレス ３階「葵の間」 

◆例 会 18 時０0 分～ 

 

次回の例会（第１７９６回）   ９／１９（水） 
◆２ＲＣ（アイリス・名北）合同村井ガバナー公式訪問が行われます。

◆ホスト 名古屋アイリスＲＣ 

◆会 場 ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋 

５階「ちどり」 

◆例 会 １３時 00 分～14 時 00 分 

 

第１７９４回例会記録    ９／５（水）晴 
◆司   会 岩田 滿治君 

◆斉   唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆来訪者紹介  国際ロータリー第 2760 地区  

              東名古屋分区ガバナー補佐  長瀬 輝代之様  

国際ロータリー第 2760 地区 

地区副幹事  牧野 渉様 

国際ロータリー第 2760 地区 

地区スタッフ 井口 貴嗣様 

国際ロータリー第 2760 地区 

東名古屋分区分区幹事 伊藤 陽介様 

                        

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  179２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  2 名 

出 席 率  65.71％  出席率訂正  93.33％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会前に行われた会

長・幹事懇談会 

会  長  挨  拶 
            

会長 杉浦 定文 

本日は東名古屋分区

の長瀬ガバナー補佐の公式訪問です。長瀬ガバナー補佐に

おかれましては先週の名城ロータアクトとの合同例会に引

き続いての連続のご来訪となります。先週の合同例会の時

には「もう来週こなくていいんじゃないの」なんて冗談を

おっしゃっておられましたので、少々心配しておりました

がきちんと来て下さりました。誠にありがとうございます。

先ほど例会前に会長幹事、そしてエレクト副幹事を交えて

当クラブの現状についてご説明をし、そしてとても有意義

なアドバイスを頂きました。 

昨日心配された台風 21 号ですが、25 年ぶりの勢力を保っ

たまま上陸した台風だそうです。最近ではいつも台風の時

には「命を守る行動をしてください」とか「迷わず避難し

てください」ということが言われていますが、台風が去る

と「なんだ、こんな程度だったか」ということが多く、あ

る面オオカミ少年的に騒ぐだけ騒いで結果大したことなか

ったということが多く、防災に対して真面目に防災に取り

組みことがなかった気がします。無事に過ぎ去ることが何

よりですし、天気予報が外れてくれることが何よりと思い、

これからも防災には万全の準備をしないといけません。台

風とは日付変更線より西の太平洋、南シナ海で生まれた熱

帯低気圧のうち、中心付近の最大風速が 17.2m/s 以上のも

のを台風と呼びます。英語で typhoon（タイフーン）と書

き、台湾のほうから来る嵐を意味する中国語を、アラビア
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人がヨーロッパに伝えた言葉で、今年は 8 月末までにすで

に２１個の台風が発生しております。6 月には 4 つ、7 月

には 5 つ、そして 8 月には 9 つの台風が発生しました。こ

のままで行くと平年より少し多い 27 個前後になると考え

られています。しかも海水温が上がっているの関係で台風

自体が長寿で強くなっている傾向になると言われています。

今回の台風は 9 月４日で最大風速が６０メートルぐらいで

した。ちなみに風速の説明をしますと 

風速 10 メートル 樹木が激しく揺れ、電線などがぴゅうぴ

ゅうと鳴る。雨傘が壊される。 

風速 15 メートル 取り付けの悪い看板が飛ぶことがある。    

風速 25 メートル 屋根瓦が飛ばされる。樹木が折れる。煙

突が倒れる。 

風速 30 メートル 雨戸または屋根が飛ばされることがあ

る。しっかりしていない家が倒れる。 

電柱が倒れることがある。 

風速 50 メートル たいていの木造家屋が倒れる。樹木は根

こそぎになる 

今後地球温暖化の影響により台風も協力で大型化すること

が危惧されています。今後伊勢湾台風のような被害が起こ

らないとも限りません。皆さん、天災は避けようがありま

せんが、対策はできることがあると思います。くれぐれも

舐めてかからないようにしてください。 

幹 事 報 告 

１．本日は、東名古屋分区ガバナー補佐 長瀬 輝代之様、

地区副幹事 牧野 渉様、地区スタッフ井口 貴嗣様、東

名古屋分区分区幹事 伊藤 陽介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．次回例会(9/11 火)は、昼間例会を変更して名古屋錦Ｒ

Ｃとの合同夜間例会及び懇親会となっております。午後６

時より例会、引き続き懇親会を名古屋ガーデンパレスにて

行いますので、お間違えのないようお願い致します。 

３．エンド・ポリオ・ナイト（10/27 土）につきまして、

案内を同封させていただきました。先着順になっておりま

すので、ご参加をご希望される方は事務局まで早急にお申

込み下さい。 

 

委員会報告 

・職場見学会のご案内 

（職業奉仕委員長 祖父江 佳乃さん） 

 

 

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 長瀬輝代之様 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-19年度 RI第2760地区

ガバナー補佐訪問 スライド

2018年７月１日

東名古屋分区ガバナー補佐 長瀬輝代之

1
 

 

2018-19年度ＲＩ会長テーマ

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

2
 

 

インスピレーションとは

第六感 や ひらめき と言われます。

（理屈でなく本質をつかむ）

鼓舞する・・・やる気を起こす・前進する活力が出る

刺激となる・・・何かを気づかせる・問題提起をする

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

3
 

 

 



「前進する活力を感じる人になろう」例えば…

当地区では、

インスピレーションを (            する) 人になろう

と読み替えます

あなたはどんな言葉を選びますか？

「 気づきや刺激 を与える人になろう」

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

⇓

4  

2018-19年度 RI第2760地区

地区活動方針

『あなたの街でロータリーを！

あなたの街からロータリーを！』

～ロータリーの奉仕の理念を学び、

奉仕の実践をしよう～

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

5  

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

そのためには

奉仕の理念を学ぶ 例会の中から学ぶ

他クラブ例会にも出てみる

奉仕の実践を示す まずあなたの街で

そしてあなたの街から

6  

街とは…活動の拠点 、生活圏 、サイト、クラブなど

自分自身が活動している街、地域、生活圏、クラブで、ま

ずしっかりと足元で奉仕の理念を学び、実践しましょう。

そして、その活動を多くの奉仕の仲間と手をつなぎ、あな

たの街から広げて行きましょう

インスピレーションになりましょう！

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

7  

 

 

 

『奉仕の理念を学ぶ機会として、

他クラブの例会に出席しましょう』

他クラブの活動に触れたり、見たり、情報を交換することで、

その良さを知り、自クラブの良さを再発見することが出来ます。

各クラブの先輩会員が新会員に同行してあげて下さい。

地区予算から新会員分のビジターフィを補助いたします。

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

8
 

今日から、今から

まずあなたの街で

インスピレーションになりましょう！

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

9  

・分区内交流活動を行おう

・工夫した例会を開催しよう

・地区のＨＰに活動を載せよう

・会員増強を行おう（女性と若い会員）

・ポリオ撲滅に貢献する活動をしよう

・ロータリーデーを楽しもう

・ロータリー賞へ挑戦しよう

行動指針

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

10  

分区内交流活動を行おう

近くのクラブの例会に出席しましょう

卓話者の交換をしましょう

２クラブでのＧ訪問の場合は、合同例会でホスト

の交換をしてみましょう

昼例会の方は夜間クラブに出かけてみましょう

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

11  

 

 

 



工夫した例会について

笑いはあるが私語の無い楽しい例会をしましょう

入会式は心に残るセレモニーにしましょう

会員のショートスピーチで和やかにしてみましょう

たまにはロータリーソングの2番・3番の歌詞も歌って

みて下さい

童謡や叙情歌、歌謡曲なども良いでしょう

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

12

ポリオ撲滅について

ポリオ例会をしましょう

地区委員会からポリオの卓話者を呼びましょう

会長スピーチでポリオ撲滅を取り上げて下さい

（短いビデオの用意もあります）

ＷＦＦに参加し、ポリオ撲滅に協力下さい

（チケットの購入・広告協賛 お願いします）

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

13

会員増強について

女性会員や若い会員を増やしましょう

魅力あるロータリー活動をしましょう

ローターアクトクラブ・インターアクトクラブの

会員増強にも協力しましょう。

（新クラブ設立の努力をしましょう）

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

14  

ロータリーデーを楽しみましょう

ロータリーデーとは日々行っている活動を地域の人
びとに紹介するために、地元のイベントとしていつ
でも開催できます。

入会への関心を高めイメージの向上を図るのがロー
タリーデーです。

クラブと地域社会のつながりを築き、変化への行動
力を生み出すためのロータリーデーを実施しましょ
う。

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

15  

 

 

 

その他

ガバナー月信を読みましょう

地区のＨＰにクラブの奉仕活動を１つ以上載せましょう

My ROTARYの登録率を上げましょう

ロータリー賞に挑戦しましょう

ガバナー特別賞について

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

16  

2018-19年度 ガバナー補佐訪問

17  

 

 

 

 

 

 

 
長瀬ガバナー補佐、牧野地区副幹事、井口地区スタッフ、

伊藤分区幹事をお迎えしてのクラブ協議会 

二 コ ボ ッ ク ス 
国際ロータリー第 2760 地区  

東名古屋分区ガバナー補佐 長瀬 輝代之様  

地区副幹事  牧野 渉様 

地区スタッフ 井口 貴嗣様 

東名古屋分区分区幹事 伊藤 陽介様  

よろしくお願いいたします。 

梅村 美知容さん 長崎爆心地に行きます。 

【本日は東名古屋分区長瀬ガバナー補佐をお迎えしての例会

です。よろしくお願いします。】 

杉浦 定文君 梅村  篤君 玉置 正樹君 梶川 久雄君 

岩田 滿治君 横井  登君 足立陽一郎君 加藤あつこさん 

星川 直志君 塚本  隆君 香田 研二君 尾關實津成君 

平子 明資君 渡邉  泰彬君 加藤 昌之君 入江由希子さん 

塚本  隆君 

梅田  渉君 

西脇 良一君 

小關 敏光君 

伊藤 晋一君 

木村 雅一君 

尾関 正一君 

柴山  利彌君 

西脇 多吉君 

香田 研二君 

祖父江佳乃さん 

阿部 美男君 

吉村知紗さん 

 




