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会員数      35 名
欠席会員数    　12 名
出席会員数     23 名
出席率   77.14％

◆司　　 　　会　 　　名古屋守山 RC 会場運営　遠藤　賢彦君
◆斉　　 　　唱　　　国歌 ・ 君が代／奉仕の理想
◆ゲ　　ス　　ト　　　
国際ロータリー第 2760 地区　ガバナー　　伊藤　靖祐様
国際ロータリー第 2760 地区　地区幹事　南村　朋幸様

次回の例会（第１８４４回）　　　１０／１６（水）

第１８４２回例会記録 　 １０／２（水）晴

前々回訂正　　　　 　1840 例会
欠席会員 　　　  3 名中
MAKE UP   0名
出席率訂正      89.29％
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《米山月間卓話》
◆卓話紹介会員　米山記念奨学委員会　委員長　 宇都木　寧君
◆スピーカー　 　　　国際ロータリー第2760地区　
　　　　　　　　　　　　米山記念奨学委員会　　委員　 六鹿　敏也様
◆題　　　名　　　　『 米山記念奨学事業について 』　

《社会奉仕月間卓話》
◆卓話紹介会員　社会奉仕委員会　　　　委員長　 伊藤　晋一君
◆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  塩谷　和久様

出 席 報 告

本日の例会（第１８４３回）　１０／ 9（水）

3RC 合同（守山 ・ 錦 ・ 名北）伊藤ガバナー公式訪問

会 長 挨 拶
会長　近藤　　朗

本日は、 ３ＲＣ合同のガバナー訪問ということで、「ロータリークラブの
活動について」 お話したいと思います。私のように経験の浅い者が述べ
る内容としては、 「ごくごく最近体験したこと」 しかありません。 そこでま
ず、 昨日、 １０月１日には、 名古屋中ロータリークラブの創立５０
周年記念イベントに行って参りました。「中村勘九郎・中村七之助～
祝いの夕べ」 を名古屋能楽堂で、ということで、不調法な私にもなじみ
のある兄弟の舞台を堪能致しました。いらした方々は皆、 とってもよい
時間を過ごされたことと推察致します。ご準備をされた中ロータリーの方
々のご苦労はいかばかりかと思いました。また、それに先立つ９月２９日
日曜日には、名古屋名東ロータリークラブが主催する「子どもの貧困・
教育格差を考えるシンポジウム＆歌人 『鳥居』 歌集朗読会」 という
催しに行って参りました。 名東の皆さんが長く取り組んでこられたテーマ
であり、「小学校にも十分に通えず、新聞記事から文字を学んだ」 とい
う歌人、鳥居さんの発言には迫力がありました。 「私たちに何ができる
のか︖」 を真剣に考える素晴らしい企画であったと思います。
そして、わが、名北ロータリークラブです。 私近藤ほか３名、合計４名
のメンバーは、去る９月３日より同６日までの日程で、カンボジアを訪問
しました。わがクラブが寄付した１０個の井戸のうち、３つが完成したと
いうことで、 そのうち２つの井戸を見に行きました。何れも、きれいにコン
クリートが施され、完成していました。何れの井戸も、 現地の方々に大
変喜ばれました。「女性と子どもとが水くみをする」 ということで、女性の
皆さん、子ども達の歓迎ぶりは、私たちの想像を大きく超えていました。
現地の皆さんに接し、訪問した私たちの方が大きなプレゼントを頂いた
気持ちです。以上、３つの催し等を体験して、ロータリークラブの力、また
地区補助金のありがたさ、さらに「勇気を出してやってみることの大切さ」

ロータリークラブ

ホスト︓名古屋守山 RC　　会場︓名古屋マリオットアソシアホテル

例会前に、 会長幹事懇談会が行われました。



を強く感じております。ＲＩや、 地区のご助言を頂き、各クラブがますま
す、 意義のある活動を行っていくことを祈念しております。

会長　井ノ上　由貴男様

名古屋守山ロータリークラブ

ガバナー卓話
国際ロータリー第 2760 地区　ガバナー

伊藤　靖祐　様

名古屋錦ロータリークラブ
会長　小野田　誓様

本日は、 当地区の伊藤靖祐ガバナーをお迎えしての３ロータリークラ
ブ合同例会です。 まずもって、この合同例会のホストとして大変お世
話をおかけいたしました、名古屋守山ロータリークラブの皆様に感謝の
意を表したいと思います。 ありがとうございました。
私たちは、 当たり前のことですが、 現在仕事をし、 社会生活を営ん
でいます。その一方で奉仕活動をしたいという気持ちで、ロータリー活
動もしています。 伊藤ガバナーの言葉を借りれば、 「私たちは今、大
きな変化の時代にロータリー活動をしている」わけです。さらには急速
に進む、人口減少、技術革新という社会環境の中で、いかにロータリ
ーを成長させ、変革させ、価値を高めるかというミッションに立ち向かっ
ているといえます。 名古屋錦ロータリークラブは、「ポスト平成のクラブ
をデザインする」 ことを念頭に置き、今年度のテーマを「仲良く、楽しく、
全員参加」 としました。 具体的方針として、 ロータリーの基本精神に
学ぶ 「過去からつなぐ」、 新しい仲間を迎え、 多様な仲間と楽しい
例会にするために 「世代をつなぐ」、これからのロータリーのあり方、奉
仕のあり方を変化を恐れず、柔軟に考え、実践することで「未来へつ
なぐ」。 この３つを掲げました。 まだ歴史も浅く、 少人数のクラブでは
ありますが、 ガバナーや先輩クラブにしっかり学び、 若い世代の会員、
女性会員が多くアットホームな雰囲気といった特性を生かした社会奉
仕活動を積極的に展開していきたいと考えています。
今後ともご指導をよろしくお願いいたします。

皆様こんにちは　名古屋守山 RC 会長の井ノ上でございます。
本日は、伊藤 ( 靖祐 ) ガバナー様、 南村 ( 朋幸 ) 地区幹事様をお
迎えして名古屋名北、名古屋錦、名古屋守山３クラブの合同例会を
開催させて頂きます。 会員の皆様ようこそお越し頂きました。
本日は皆様と共に合同例会を楽しみたいと思います。
私共名古屋守山 RC は本年度のクラブテーマとして「MORIYAMA20
20－Beautiful　Harmony－( 美しい調和 )」 を掲げました。
来年はオリンピックイヤーであり、5 つの輪 ( 施策 ) を活動項目にしまし
た。 一つ目は社会貢献の充実であります。 守山区との繋がりをこれま
でにも増して強固なものにしていきます。 志段味古墳群や東谷山など
守山区の特徴的な史跡や施設への寄付などを検討しています。
また昨年度に続きWFF会場東名古屋分区ブースへの出店を予定し、名
古屋守山RCCとの連携により福祉施設で制作した製品の販売を企画
しています。また、昨年より陸上自衛隊の守山駐屯地訪問を行い、優秀
隊員の表彰も行っています。二つ目は、クラブの歴史と伝統の継続であ
ります。これまで会員増強の成果により３年未満の新入会員が全体の
半数を占めるようになり、新会員への研修機会を増やすことも急務となっ
てまいりました。５５年というクラブの歴史と伝統の中で伝え、残すべきこと
は、正しく継承し、 また新しい時代に即したクラブの在り方も新会員と共
に作り上げてまいります。
三つ目は、 例会出席率の向上であります。ロータリー活動の基本は例
会への出席であります。 ホーム例会への出席を重ねるごとにロータリーの
最も大切にしている 「奉仕と親睦」 の意を理解できるようになります。
四つ目は、 「会員増強」 であります。 ３年前に 「チーム５０」 昨年
は 「チーム６０」 を立ち上げやまた６０人体制の目途もたち、今年度
より 「チーム７０」 という目標を掲げています。 クラブ全員が増強委員
の気持ちをもって取り組んでいます。 五つ目は、全員交流の促進であり
ます。 現在の守山 RC は 「第２のチャーター期」 と言っても過言では
ありません。 同時に歴史と伝統を尊重しなければなりません。 まさに新
旧が調和して体内的にも対外的にも今年のＲＩ テーマである 「つなが
りと成長」 を図っていかなければなりません。親睦委員会とロータリー情
報研修委員会が主となり例会とは別に新旧会員が交流できる場 「一
水会」 を設けています。 最後になりますが、 歴史に相応しいクラブとな
りますようこれからも努力してまいりますので宜しくお願い申し上げます。

米国のサンディエゴで行われたガバナーエレクト研修で、
マローニーＲＩ会長の 90 分の講義がありました。
それを 4分にまとめたＤＶＤ映像をまずご覧ください。
【ＤＶＤ映像視聴】



幹 事 報 告
１.　本日は、国際ロータリー第２７６０地区ガバナー　伊藤　靖祐様
      並びに同地区幹事　南村　朋幸様をお迎えしての名古屋守山
　　　ＲＣ、名古屋錦ＲＣとの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。

柴山　利彌君　ゴルフ例会にて優勝いたしました。

近藤　　 朗君　岩田　滿治君　加藤　昌之君　梅村　 　篤君
星川　直志君　玉置　正樹君　杉浦　定文君　入江由希子さん
平子　明資君　尾関實津成君　西村　　 努君　足立陽一郎君
塚本　　　隆君　河東　広樹君　梶川　久雄君　石黒　　 勉君
西脇　良一君　遠藤　友彦君　吉村　知紗さん　加藤あつこさん　
渡邉　泰彬君　

【三会合同ガバナーをおむかえし、 有意義なお話をたくさんお
聞きしたいです。 よろしくお願い致します。】

ニ コ ボ ッ ク ス

理 事 会 報 告
第 3 回理事会　2019 年 9 月 11 日　

◆40 周年記念事業について。
◆２０１９年８月九州北部豪雨災害義援金について。
◆プロジェクト５０ついて。
◆カンボジアの報告ついて。
◆職場見学会（10/16 水）について。

ガバナーエレクト研修で何回も繰り返されたワードがあります。
一番は、 コネクト (Connect) です。 繋がる事がロータリーの礎だとい
う事です。 2 番目は、 トランスフォーム (Transform)、 変形する、
形を変えるという事です。 ロータリーは、 形を変えて 114 年生きてき
たわけですから、 これからも変形して持続可能な組織であり続けるとい
う事です。 三つ目が、 インスパイア (Inspire)。 バリーラシンさんも使
われました。 鼓舞し、 盛り上げ、 社会にインパクトを与えていこうとい
う事です。 そして Together です。 ロータリーは、 みんなで一緒にやろ
うよという事で、 これが一番大事だと私は思います。
会員増強もみんなで頑張っていく。 だからこの 3 クラブは成功している
のだと思います。この 3 クラブに活気があるのは、 現状に危機感を抱い
たからだと思います。私も現状分析をし、 何をしなければいけないのか
を考えて 「グローバルに考え　地域社会とつながり　ロータリーを成長さ
せよう」 という地区方針を掲げました。 成長させないと持続可能な組
織にはならないと思うからです。 皆様のクラブ計画書を読ませて頂きま
した。 3 クラブとも素晴らしい活動をされています。 各クラブには地域
性があり、 規模の違いもあり、 事業内容も違います。 しかし、 尊い
活動をしている事に変わりはありません。 皆さんで、 これからどういうク
ラブにしていきたいのか、クラブをデザインしてください。この人口ピラミッド
の図が示すように、日本は確実に少子化、 高齢化、 人口減少が起
こっています。 ロータリーの 10 年後、20 年後を考えた時に、この人口
ピラミッドが怖くないですか。その上で各クラブのデザインをしてください、と
いう事です。 では、 どのようにデザインしていくのか、 その方向性を示
すためのベースとして、私は二つの言葉を選びました。 「知的多様性」
と 「革新的柔軟性」 です。 ロータリーは多様性と柔軟性が大事だと
言われます。 クラブの多様性を考える時、 知的に考えないとロータリー
の価値を毀損するという事で、 知的に考えましょう。 クラブの在り方、
例会の在り方等を柔軟に考えましょう、 という事です。 そして、 クラブ
の在り方を考える時には革新的に考えないといけない。 この革新的と
いう事が大事です。規定審議会で決定した「同一年度内の出席要件
の緩和」 というのも革新的です。 では、何でも変えればいいのかと言う
と、 そうではありません。 不易と流行があり、 変えてはいけないものが
あります。 ロータリーの基本理念です。それは、 中核的価値観、 ビジ
ョン声明、 それを具体的に展開する戦略計画です。 そして、 ロータリ
ー章典です。これがロータリーの理念の多重構造です。中核的価値観
とは、親睦 ・高潔性 ・多様性 ・ 奉仕 ・ リーダーシップです。 会長幹
事懇談会でも話をさせて頂きましたが、 若い人を育ててください。 リー
ダーシップを取れる人間を作るというのがロータリーの目的です。リーダー
シップを取れる人間を育てて頂き、 3 クラブが 10 年後も輝けるクラブ
でありますように祈念して私の卓話とさせて頂きます。

10 月 1 日　　横井　 　登君　　10 月 12 日　北村　紀子さん
10 月 13 日  加島　　 光君　　10 月 15 日　加藤  昌之君ご夫人
10 月 18 日　西脇　良一君　　10 月 24 日　遠藤　友彦君ご夫人
10 月 27 日　梅村　 　篤君

誕 生 日

10 月 3 日　　西脇　良一君    10 月 21 日　入江由希子さん　 
10 月 21 日　星川　直志君　　10 月 25 日　宇都木　寧君　
10 月 30 日　伊藤　晋一君　

結 婚 記 念 日


