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本日の例会 （第１８７１回）　　　９／３０ （水）  ◆クラブフォーラムを行います

次回の例会 （第１８７２回）　　　１０／７ （水）  ◆米山月間卓話

第１８７０回例会記録  ９／２３ （水） 晴　◆ガバナー公式訪問　

◆司　　 　　会　　伊藤　晋一君　　　　　

◆斉　　 　　唱　　 国歌 ・ 君が代／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　 岡部　　　　　様　　　

　　　　　　　　　　　国際ロータリー第２７６０地区　地区幹事　伊藤　満琉　様

本日は岡部ガバナー、伊藤地区幹事をお迎えして、名古屋守山ＲＣ

名古屋錦ＲＣ、 当名北ＲＣの合同例会です。

ごゆっくりお寛ぎ下さい。 先程、会長幹事懇談会がもたれました。

後ほど、 親しく卓話を頂きます。 また、当クラブ４０周年記念事業の

ロータリー財団への寄付目録を贈呈致します。

４０年前の創立総会は、例会場であった東区の第二富士ホテルの向

いにあった郵便貯金会館で行われ、新会員それぞれがペアで舞台

に上がり紹介されました。

会員名簿を見ると、 すでに黄泉の人がたくさんみえいろいろ思い出

されることが多いです。

去る八日逝去された阿部美男君も創立以来の会員でした。

会葬いただいた人たち、ご苦労様でしたが、思い出は尽きません。

皆さんこんにちは。

本日のガバナー訪問合同例会の開催にあたり、ご準備頂いた名古

屋名北ＲＣ会長遠藤友彦様はじめ名北ロータリーの皆様、ご尽力あ

りがとうございます。

また、 ご同席させていただく名古屋錦ＲＣ会長植村元雄はじめ錦ロ

ータリーの皆様、 よろしくお願いいたします。

会 長 挨 拶

追悼例会でも開いて親しかった横井登君や柴山君、 渡邉君などか

ら卓話がいただけたら良いかと思っています。

ガバナー卓話前に湿っぽい話になりご容赦下さい

そして、 岡部ガバナーにおかれましては、 こうしたコロナ禍の中、訪

問いただき、 直接ご指導いただけますこと、 心より感謝申し上げま

す。実は、 守山ロータリーは、本日からが通常例会でございまして、

先週まではｗｅｂ例会としてインターネットを通じて、 開催しておりま

した。 会員同士が、顔を直接合わせることができないことは、 大変

寂しい限りでしたが、 どんな危機状況にあってもしなやかに対応し

て、 新しい様式を創造するロータリーの素晴らしさも感じることがで

きました。

我がクラブは、 岡部ガバナーの 『行動するロータリアン！ 世界で

何かよいことをしよう、TOGETHER』 というテーマのもと、 「Inspire

Together、 一緒に鼓舞しよう」 という方針を掲げスタートを切りまし

た。 With コロナの時代、 ロータリアンらしく、一緒に鼓舞してまいり

たいと存じます。 本日は、 よろしくお願いいたします。
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今後は例会のあり方、 充実について、 検討し実行していきますが、

他方、当クラブは、来年４月２７日に２５周年記念例会を予定し、また

来年１１月６日、 ７日に開催を予定している地区大会を担当させて

いただきます。

少人数のクラブとして全会員が一致団結してあたらねばならない

のは当然である反面、 絆を深めるよい機会になると思っています。

何とかやり遂げたいと思いますので、 皆様におかれましても、 ご協

力のほど何卒宜しくお願いいたします。

名北名北

1. 本日は、国際ロータリー第2760地区ガバナー　岡部  　 様並びに同地区幹事　伊藤　満琉　様をお迎えしての名古屋守山ＲＣ、名古屋錦Ｒ

　　Ｃ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。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2. 会員の阿部美男君が、 ９月８日享年８１歳にて永眠されました。会員一同心よりお悔み申し上げます。

　 従いまして、 会員数は３４名となりました。

3. 次週例会 （9/30） はクラブフォーラムにて、 阿部美男君の追悼例会及び、 決算報告を行います。 ご出席よろしくお願い致します。

本日は名古屋名北ＲＣの皆様には大変お世話になります。

新型肺炎感染流行下での例会準備には大変なご苦労があったもの

と思います。 心から感謝いたします。

また、岡部ガバナーのお話を直接聞く機会が中々ない中、 本日は 、

直接お話を聞く機会を得て楽しみにしております。

しっかりと勉強させていただきたいと思います。

さて、 名古屋錦ＲＣは、若手会員が全体の３割程度、７０代以上が４

割という構成になっており、世代間のギャップが多かれ少なかれあり

ます。昨年度の会長もこの点を意識され、会員間のより一層の融和

を図るべく腐心されましたが、今年度も同様な観点から、クラブテー

マを 「絆を深めよう」 とさせていただきました。

しかし、今年度は若手会員の例会出席負担の軽減のために例会数

を減らしたところ、夜間例会休会のため更に例会数が減少し、奉仕活

動についても中止や変更になったりして、 会員同士が顔を合わせて

親睦を図る機会が極端に減っています。

私は１月に最後のガバナーエレクト研修になるサンディエゴ国際協議

会へ参加しました。 サンディエゴはロスアンゼルスから南へ車で２時

間、メキシコ国境近くに位置する気候温暖な街です。

ここにあるマンチェスター ・グランドハイアット・サンディエゴという３０

００人は収容できる超大型ツインタワーホテルで協議会は行われまし

た。 米軍の軍港でもあり、映画 「トップガン」 の舞台としても知られ

ています。

前日にはホテルに入りましたが、 吊看板などもすでに雰囲気が出て

いました。 世界５３４地区から集まりますので、 案内板も８か国語と国

際的です。

国際協議会はこの垂れ幕にあるように、 協議会であり単なる会議で

はありません。今年の協議会本会議ではローターアクターのプレゼン

が目立ちました。 RI のローターアクトに寄せる期待を伺わせます。

ご存知のようにローターアクターは２０２２年７月から人頭分担金を払

ってロータリアンになります。 スライドのようにホルガ― ・ クナーク氏

はローターアクトが大好きです。 次のスライドに参ります。 この方は、

最近注目された RI の CEO、 ジョン ・ ヒューコ氏です。

この日も 「変化の中でのリーダーシップ」 という題で講演をしました

が、「スペイン語でやろうか？」 「オー！」、ということでいきなり全講

演スペイン語でした。 英語もロシア語もできる有能な世界最大の弁

護士事務所ベーカー ・ アンド ・ マッケンジー出身のＲＩ司令塔です

が、 意外に気さくな方で名刺交換、 写真撮影も気軽に応じていた

だきました。

本当にわからないことはヒューコさんに聞こうと思います。

次の方は人気講師のブラウンさん、クラブを記憶に残るものにしよう

と話され大変人気がありました。

そして次のスライドは本会議後に毎日行われる分科会です。

1 セッション 90 分で難問も多く皆、 頭を悩ませます。

昨年に続き世界から60 人のローターアクターが国際協議会に参加

し、日本のローターアクター代表も分科会に参加しました。

男性は千葉の、 女性は静岡のアクターです。

発言もしっかりでき、将来頼もしいロータリアンになりそうです。

そして、これは世界の同期ガバナーエレクトが集まり、テーマに沿っ

てアイデアを出し合い、後ろのボードに張り付けてアイデアを競う、と
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いうセッションです。６か国語で行われ大変国際的なセッションだと

思いました。 さて、 本題に入ってゆきます。

これはホルガ―・クナーク氏が今年度のテーマ 「ロータリーは機会

の扉を開く」 を発表した瞬間の映像です。

2020－21 年度ホルガ―・ クナークＲＩ会長は、 「ヘルツォークトム・

ラウエンブルク ・ メルン」 ロータリークラブ所属でドイツの方です。

スザンヌ夫人と青少年交換をホストファミリーとして多く受け入れられ

実績をあげられた方と伺っています。  この講演の要旨を述べます。

１． ロータリーを唯一無二にするのは、国境を超えた多様性

     （多様性の否定は争いを生みます）。

２． ロータリアンは共有する価値観の下に集まった人々。

３． その価値観とは、 「４つのテスト」 と 「中核的価値観」

４． ロータリーは奉仕プロジェクトを実施する機会を与えてくれる

　　　（利他の精神）。

５． 寄付も重要ですが、 奉仕プロジェクトをできるのがロータリーの

　　　魅力。

６． それらは、実際に目で見て体験できるもの （私も地区の国際奉

　　　仕等で多く体験しました）。

７． ロータリーはリーダーシップの機会も与えてくれる（クラブの役目

　　　に素晴らしいロータリアンを育てること、があります）

８． リーダーは、別の人のリーダーシップも養成することができさらに

　　 それ以外の人にもインスピレーションを与えられる。

９． この変化の時代にリーダーとなれる人は幸い （新型コロナ禍の

　　　今こそロータリアン活躍の時です！）

１０．「ロータリーは機会の扉を開く」 それは、 世界の人々に開かれ

　　　た扉。 です。

「４つのテスト」、 皆さんご存知ですね。そして 「中核的価値観」 は、

『親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ』 この２つは変わらな

いロータリアンの価値観であり、 この価値観のもとにロータリアンは

います。 そして、 ロータリーのビジョン声明、 「私たちは、 世界で、

地域社会で、 そして自分自身の中で、 持続可能な良い変化を生

むために、 人々が手を取り合って行動する世界を目指しています」

Together, we see a world where people unite and take action to crea

te lasting change ̶ across the globe, in our com munities, and

in ourselves.

ホルガ― ・ クナーク氏の「ＴＯＧＥＴＨＥＲ」が入っています。

私の地区方針にもあります。

そしてＲＩ戦略計画 ： ４つの優先事項

○　より大きなインパクトをもたらす

○　参加者の基盤を広げる

○　参加者の積極的なかかわりを促す

○　適応力を高める

奉仕プロジェクトについては、この４つに当てはめて、よく検討し実施

する必要があります。これらのＲＩテーマなどを受けて、 私は２０２０－

２１年度岡部年度地区方針を、 『行動するロータリアン ！世界で何

かよいことをしよう、 TOGETHER ！ 』  ̶ロータリークラブの奉仕が、

世界の平和につながってゆきます ̶としました。

大げさな！と思われるかもしれませんが、国際協議会で集まったや

る気満々の世界５３４地区のガバナーエレクト達が、世界２００か国に

戻って一斉に奉仕をするわけですから、世界が変わらない理由はあ

りません。私の体感でもあります。

奉仕プロジェクトについては、この４つに当てはめて、よく検討し実施

する必要があります。これらのＲＩテーマなどを受けて、私は２０２０－

２１年度岡部年度地区方針を、 『行動するロータリアン！世界で何

かよいことをしよう、 TOGETHER ！ 』

 ̶ロータリークラブの奉仕が、世界の平和につながってゆきます ̶
としました。 大げさな！と思われるかもしれませんが、国際協議会

で集まったやる気満々の世界５３４地区のガバナーエレクト達が、世界

２００か国に戻って一斉に奉仕をするわけですから、世界が変わらな

い理由はありません。私の体感でもあります。

クラブの皆さんの奉仕も、その一つ一つが規模の大小はあっても世

界平和に役立つのです。 「自信」 をもって邁進してください。

今年度は 「地区ビジョン」 も設けました。

　「私たち第2760地区は、ＲＩテーマをよく理解した上で、それぞれの

地域、クラブの特性を鑑みて 「活力のある、個性に満ちた、 多様

性のある」クラブが活躍できる場所・場面を提案 ・ 支援してゆきま

す」 「クラブが中心」 ということを明確にしました。

さらに、 岡部年度の地区行動指針です。

１． クラブはロータリーの中心。 クラブの活性化を図ろう。

　　 ロータリーはクラブがその中心です。クラブ戦略委員会を設置し

    て 5 年後のビジョンを描き、その魅力を会員に伝えます。

    また、クラブ研修委員会を設置して、それを持続可能にする入

    会3 年以内のクラブ会員のリーダーシップを養成しましょう。

     職業奉仕を通じて社会に貢献し、奉仕プロジェクトを行って、ク

     ラブの活性化、会員増強につなげましょう。テーマは 「環境」 が

    重視されます。財団の DDF を活用してください。

２． ロータリーファミリーとの連携強化をしよう。

     ローターアクター、インターアクター、 ライラリアン、 青少年交

     換学生、米山記念奨学生たちの若い力を積極的に取り入れてロ

    ータリーの活性化を図りましょう。また、RCC（ロータリー地域社会

    共 同隊） と連携してより大きな展開を図りましょう。

３． オンライン ・ ツール、 リソースの活用をしよう。

　　 マイロータリーには様々な情報リソースがあります。

　　ロータリー賞も今年からクラブセントラルでの申請になります。

     ラーニングセンターもぜひ活用してください。

４． 会員増強をしよう。

　　奉仕プロジェクトによる会員増強。今年度はローターアクトがクロ

　　ーズアップされています。ロータリアンとローターアクターとの共

　　同作業を通じて双方が刺激しあい、 より高次の活動を開発し 、

　　仲間を増やしましょう。また、新クラブ結成のために「衛星クラブ」

　　を考慮にいれてください。



５． ロータリー賞へ挑戦しよう。（地区便覧参照）今年度からクラブ

　　セントラルでの申請になりますのでご注意ください 。

６． 国際大会 （台湾。 台北市、 2021 年 6 月 12 日 ( 土） ～ 16 日

　　（水） へ参加しよう。台湾は親日国であり、旅の魅力も一杯です。

　　台湾で世界のロータリアンと交流しましょう。

　　ガバナーナイトは 6 月 13 日 （日） 圓山大飯店です。

　　ここでクラブの皆さんにお願いです。

１． ２０２１年３月１４日愛知県国際展示場でのハイブリッド地区大会が

　　行われます。１００％全員登録運動にご協力ください。

　　（地区研修 ・ 協議会がかなりコストダウンし、登録者一人当た

　　り７５００円返金できました、２５００円を足していただくと地区大会

　　に登録できます。

　　来場しても出来なくても参加できるハイブリッド地区大会で、講

　　師は新型コロナでさらに有名になった東国原英夫さんです。

　　今年は新型コロナ禍でイベントも少ないので是非ご登録くださ

　　い。 ガバナー、ガバナーエレクトは、本来全員登録を目指す責

　　務があります。 他地区では全員登録が当たり前の地区もありま

　　す。）

２.　MYROTARY がバージョンアップし、 使い易くなりました。

　　是非登録をお願いします。

３． ロータリー財団 ・米山記念奨学事業へのご寄付をよろしくお願

　　いします。 （今年は日本のロータリー１００周年です）　

　　また、これは新型コロナ禍でいったん中止になりましたが、財団

　　の大口寄付者

４． 台北国際大会へ参加しましょう。一生の思い出になります。

　　ゴルフでの世界の帝王ジャック ・ ニクラウス氏の個人レッスン

　　がインセンティブとしてついていました。

　　ゴルフファン垂涎のイベントです。大口寄付をお考えの方は是

　　非財団にご確認ください。

さて、１月の米国サンディエゴでの国際協議会の時に、２０２０－２１年

度ホルガ―・クナーク RI会長から、「公式訪問の際に、クラブ会員

の皆さんに伝えてください」 と書簡を預かっております。

この場を借りて、皆さんに読み上げさせていただきます。

１． 地区は、新しい革新的なクラブモデルを作ることに積極的に取

    り組みます。そのためには皆様からのご支援が必要となります。

    皆様はまた、 衛星クラブや地域社会を基盤とするローターアク

    トクラブを立ち上げることで、参加者の基盤を広げることに貢献

    できます。

２．すべてのクラブは毎年、少なくとも一回の戦略会議を開き、皆様

   には次のことを会員に問いかけていただきます。「私たちのクラ

   ブは５年後にどのようなクラブになっているべきか、また、このビ

    ジョンを達成するためにどのようなステップを踏むべきか」 「私

   たちのクラブで、 会員はどのような価値を得ることができるか」。

   この会議を進行できる人を選んでください。

３．新会員を注意して選びましょう。 新会員にとって皆さまのクラブ

ニコボックス

【岡部ガバナー様及び、伊藤地区幹事様をお迎えして】

岡部　　 勉様　　伊藤　満琉様　　馬渕　雅宣様　　鵜飼健太郎様

遠藤　友彦君　　伊藤　晋一君　　渡邉　泰彬君　　西村　 　 努君

香田　研二君　　尾関　正一君　　岩田　滿治君　　足立陽一郎君

尾關實津成君　　平子　明資君　　杉浦　定文君　　加藤あつこさん

玉置　正樹君　　西脇　良一君　　柴山　利彌君　　林　　 　　功君

近藤　　 朗君　　梶川　久雄君　　吉村知紗さん　　入江由希子さん

祖父江佳乃さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

会長幹事懇談会 

梅村　美知容さん　本日は、 久しぶりに皆様と会えて嬉しいです。

石黒　　  勉君　　　誕生日を祝って頂いて

   がぴったりと合うこと、 そして新会員の期待に応えるクラブであ

    ることを確認しましょう。 新会員の面倒を見て、 積極的な参加

   を促してください。 ロータリアンとなるのに不相応な年齢などあ

   りません。

４．ポリオ根絶のための寄付を行い、１０月の世界ポリオデーに合わ

   せた行事、 イベントを開催し、 これからも根絶活動の支援を継

   続していきましょう。 私たちは、 世界の子どもたちと交わした約

   束を守らなければなりません。                                   敬具

                                                        ホルガ― ・ クナーク

                                     ２０２０－２１年度国際ロータリー会長

さて、 これで最後です。

ロータリーの創始者ポール ・ ハリスは、『変化の時代に 「革命的に

なるべし！」』 と申されました。 「新型コロナに負けるな！」 クラブ

の皆さんよろしくお願いいたします。

これをもって私の講話を終了します。

ご静聴ありがとうございました。


