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ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・国 歌      「君が代」 

・ROTARY SONG    「奉仕の理想」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝 福 
・卓 話   屋嘉比良夫君   近藤 秀樹君 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

 今月の祝福 

会員誕生日 
9日 社本 太郎君    9日 名畑  豊君 
11日 屋嘉比良夫君      12日 伊藤 一裕君 
18日 峠 テル子君 

 

夫人誕生日 
11日   山田  治君・幸子さん 
22 日   成瀬 浩康君・由美さん 
 
 
アテンダンス表彰 

４１ヶ年   貴田 永克君 
 〃     加藤  茂君 
１３ヶ年   加藤久仁明君 
９ヶ年    蓮野 美廣君 
１ヶ年    大橋 省吾君 

 

先週の記録 

２０１５年８月７日（金）第２２４２回（８月第１例会） 

 
会長挨拶           志水ひろみ君 
本日は朱宮ガバナー補佐様はじめ勝谷地区副幹事

様、岡田分区幹事様、山根分区幹事様、丹羽分区

副幹事様のご来訪をいただきまして、ありがとう

ございます。 

卓話にて、加藤陽一ガバナー様のメッセージをき

かせていただきます。 

例会後にはクラブ協議会におきまして、当クラブ

の今年度の活動方針等、 

ご指導をいただくこととなっておりますが、宜し

くお願い申し上げます。 

会長のメッセージが届いています。それをご紹介

します。 

クラブ役員の皆さまへ世界各地で開催されるクラ

ブ役員交代式や就任式のすべてに私が直接参加す

ることはできませんが、これらは新ロータリー年

度の訪れを告げる大切な行事です。皆さまも、私

も、それぞれの新しい役職においてロータリーを

導くことができるのはこれが唯一の機会です。 

この機会に、全力を尽くさなければなりません。

ともに協力して活動を進めるにあたり、各地でよ

いことを実践し、「世界へのプレゼントになろう」

ではありませんか。心を込めて 

2015-16年度RI会長K.R. ラビンドラン 

話は変わって、ロータリアンには著名人がたくさ

んおられます。 

例えば、 

チャーチル英国首相、アルベルト・ベルギー 国

王、マッカーサー連合軍元帥、サッチャー英国首

相、発明家 トーマス・エジソン氏、ウォルト・

ディズニー氏松下幸之助氏等々ケンタッキー フ

ライドチキン ｵｰﾅｰのカーネル・サンダース氏も 

ロータリアンです。 

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 
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白いスーツを着たカーネルさんの像の襟にはロー

タリー バッジが光っており、にこやかな笑顔で

店に、迎えてくれています。 

まさに 加藤陽一 ガバナーのテーマ「高潔なロ

ータリアンを目指し、常にバッチを着用する」で

すね。 

米山梅吉しいわく 「ロータリーの例会は人生の

道場」ロータリーの使命とは例会において会員を

立派なロータリアンに育てることにあります 

ロータリーとは・・・集会を各自の事務所持ち回

りで順番に開くことから名づけられた。 

職業倫理を重んずる実業人、専門職業人の集まり 

200 以上の国と地域に広がり、ｸﾗﾌﾞ数 34,823  

会員数 1,207,102 名 日本 2,278 ｸﾗﾌ （゙ＲＩ

全体の 6.5％）会員数 89,003 名  (ＲＩ全体の

7.3％)（2015年 2月末） 日本ＲＣ世界分区３４

地区第一ゾーン第二ゾーン第三ゾーン２７６０地

区８地区 ３８市、１４町、２村 ８４クラブ ４，

８３３名（日本全体５．４パーセント）(２０１５

年４月) 

地区出向委員  広報委員会 加藤久仁明 

社会奉仕委員会 近藤多門 

国際奉仕委員会 社本太郎 

日本最初のＲＩ会長 東ケ先潔 (１９６８－６

９年度) 東京ＲＣＲＩ会長 向笠廣次 （１０８

２－８３年度）大分県中津ＲＣＲＩ会長 田中作

次（２０１２－１３年度）八瀬ＲＣ  

規定審議会 

ＲＩ理事(２０１３－１５年度) 北 清次 (浦

和穂がしＲＣ) ＲＩ理事エレクト(２０１５－１

６年度) 齊藤尚美 (豊田ＲＣ) 

３年に１度開催される規定審議会でｸﾗﾌﾞや地区、 

理事会などから提案された立法案の審議と投票が

行われる。 

ﾛｰﾀﾘｰの運営について、ﾛｰﾀﾘｱﾝが意見を表明する場

となる。 

２０１４年１０月の理事会において３年に一度開

催される規定審議会 

【次回は２０１６年４月１０日～１５日】 

追加会費を１米ドル５０セントに増額することを

承認した。２０１５年７月の請求書から反映され

る。規定審議会は、国際ロータリーの組織規程を

変更するための立法案や RI理事会 

に意見や提案を表明するための決議案が審議され

る、ロータリーの立法機関である。・組織規程の中

でも、国際ﾛｰﾀﾘｰとﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの関係について定め

た RI細則には、新ｸﾗﾌﾞの結成、会員の種類、地区

選挙でのｸﾗﾌﾞによる投票、人頭分担金などの規定

が記載されており、これを変更する唯一の方法は、

審議会での立法案の採択です。 

立法案を RI 世界本部に提出する締切日は２０１

４年１２月３１日(必着) 締切日の例外は認めら

れないｸﾗﾌﾞからの立法案は地区の承認を受ける必

要がある審議会でおこなわれること各ﾛｰﾀﾘｰ地区

から派遣された代表議員が、提出された制定案と

決議案を討議し、投票が行われる。 

 「制定案｣ﾛｰﾀﾘｰの組織規程に変更を加えるもの、

「決議案」は異見を表明したり、RI理事会への提

案を示す案件。RI理事は、審議会で採択された決

議案と、審議会から理事会に回付された案件を討

議し、決定を下す。代表議員を選ぶ各地区は

2013-14 年度中に代表議員１名と補欠議員１名を

選出する必要議員の選出は指名委員会の手続きを

経て行うか、地区大会での選出(ｸﾞﾚｰﾄﾌﾞﾘﾃﾝおよび

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ内国際ﾛｰﾀﾘｰの場合は地区審議会)または

郵便投票で行う。 

2016 年規定審議会の予定表代表議員の任務は、審

議会の 3年周期にわたるものです。この周期は、

次のように分けることができます。 

1年目（2013～14年） 審議会代表議員の選出。立

法案の作成2年目（2014～15年） 立法案の提出締

切日（2014年12月31日） 3年目（2015～16年） 審

議会への準備と出席審議会に向けての重要な期日

は以下の通りです。2014年6月30日代表議員および

補欠議員がRIに報告される2014年12月31日立法案

をロータリーへ提出する締切日2015年3月31日立

法案の修正をロータリーへ提出する締切日2015年

8月～12月ロータリー研究会における審議会研修 

2015年9月30日立法案集の発行2016年2月11日支持

および反対の声明をロータリーへ提出する締切日 

2016 年 4月 11～15日（暫定） 規定審議会 

 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

地区行事 

：9 月 10 日（木） 米山奨学委員長会議・奨学生

学友会（愛知）総会 16：00～20：30 
出席者は峠テル子米山奨学委員長 
：9 月 14 日 （月）地区内職業奉仕委員長会議 
12：30～16：30 
出席者は中川健職業奉仕委員長 

     その他行事 

：8 月 11 日（火）第 35 回福祉のつどい実行委員

会 14：00～ 
出席者は宅間秀順社会奉仕委員長 

     ロータリーレート 

8 月のロータリーレートは、１ドル＝１２４円 

     クラブ協議会 

この後、となりの部屋でガバナー補佐ご同席のも

と、クラブ協議会となっています。 

理事役員・委員長の皆様は、クラブ計画書をお持



応じられる、すなわち「開かれたロータリークラ

ブ」を社会に向かって提示するにも、この衛星ク

ラブは大いに活用できます。良し悪しは皆さんの

お考えに委ねさせていただきます。 
それではこれにて終わらせていただきます。取り

とめの無い話題の卓話で申し訳ありませんでした

が、今年度皆さんと共に東尾張分区出身の加藤ガ

バナーを盛り立てて、楽しみながらロータリー活

動を進めて行こうではありませんか。志水会長の

もと春日井ＲＣのご活躍とご発展を期待いたしま

す。 
本日は大変ありがとうございました 
 

第２回クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）議事録 

日時：2015 年７月 31日（金）13：30～15：00 

場所：ホテルプラザ勝川 ２F さくら 
出席者：朱宮 新治 ガバナー補佐 
    勝谷 哲次 地区副幹事 
    岡田 雅隆 分区幹事 
    山根 雄司 分区幹事 
    丹羽 敬昇 分久副幹事 
司会： 長谷川英輝 幹事 
【会長挨拶 志水ひろみ会長】 
IM・WFF・地区大会を皆さんと一緒に取り組ん

で行きたい。 
【朱宮 新治ガバナー補佐挨拶】 
同地区・分区のクラブですので、仲良く発展しな

ければいけないので協力をお願いいたします。 
【春日井 RC 事業報告】 
○クラブ奉仕委員会 風岡 保広君 
自主的なクラブ運営・会員増強と新入会員の退会

防止を年間通して行う。 
○親睦活動委員会 岡嶋 良樹君 
会員とその家族の友情が広がるような楽しい企画

を行いたい。 
○出席委員会 古屋 義夫君 
100％出席を目指す。そのためにメーキャップの

方法を分かりやすく開示したい。 
○ニコボックス委員会 岡嶋 良樹君 
気持ちよく協力してもらえるよう、皆さんを笑顔

でお迎えいたします。 
○プログラム委員会 社本 太郎君 
会長の方針に従いプログラムを企画する。卓話で

は会員の企業の事業内容なども話してもらうよう

にする。 
○SAA 委員会 太田 弘道君 
各委員会と連携を図り、例会等の行事が円滑に運

ぶように監督したい。 
○会場委員会 青山 博徳君 
定刻に始まり点鐘、定刻に終わりの点鐘できるよ

うにしたい。 
○クラブ会報・広報・IT 委員会 成瀬 浩康君 

分かりやすく読みやすい会報を作る。クラブの

HP をリニューアルしたい。 
○会員増強委員会 清水  勲君 
ゆったりとしたロータリー活動をおくる為に 65
人体制を目標としたい。会長には女性会員を増や

してもらいたい。ゴルフ・カラオケの同好会を作

り会員の親睦を深めたい。 
○ロータリー情報委員会 屋嘉比良夫君 
新会員にロータリーアンとしての必要な知識を授

ける。会に慣れるまでサポートしていく。 
○社会奉仕委員会 宅間 秀順君 
各奉仕団体と共同で事業を進めたい。ごみ掃除、

サボテンの鉢植え等を行う。 
○環境保全委員会 早川 八郎君 
ロータリーの森の整備をし、緑や森を大切にしま

しょうという運動を行っていく。 
○青少年奉仕委員会 加藤 宗生君 
来週インターアクトクラブが例会に出席、10 月に

は春日井高校で交通安全運動を実施する。 
○国際奉仕委員会 芝田 貴之君 
あしながおじさん事業の継続、セブ RC と姉妹ク

ラブ提携を目指す。 
○米山記念奨学委員会 峠 テル子君 
奨学生受け入れの際のフォロー、例会出席を促す。

10 月 5 日の会議に出席します。 
○ロータリー財団委員会 山田  治君 
寄付については従来どおり呼びかける。地区の財

団の方の卓話も予定にあり使い方を勉強したい。 
○監査委員会 加藤  茂君 
クラブの会計が的確に行われているか監査してい

きたい。 
【朱宮 新治ガバナー補佐・質問感想】 
○クラブ奉仕委員会 
所属委員会を監督し、各委員会の意見を汲み上げ

理事会にその声を届けるようにしてください。 
○親睦活動委員会 
犬山 RC では若い会員の奥様の参加率が悪いので、

出席していただけるような工夫をしてほしい。 
○出席委員会 
E メーキャップではなく実際に他クラブに出向き

メーキャップしてもらうように働きかけてくださ

い。 
○ニコボックス委員会 
ニコボックス資金の運営費への組み入れはなく、

別積み立ては大変良いことだと思います。 
○プログラム委員会 
外部の人、有料無料にかかわらず、色々な人の話

を聞くことができるのはロータリーだからできる

ことです。 
○SAA 委員会 
最高責任者として厳しく監督・運営してください。 
○会場委員会 



SAA と打ち合わせをして楽しい例会を。 
○クラブ会報・広報・IT 委員会 
会報を IT 化して紙をなくす方向に来ているが、

年配の方には紙で文字や写真で情報を伝えてほし

い。 
○会員増強委員会 
増強はスムーズに進んでいるようなので心配はし

ていません。65 人体制の収入に合わせたクラブ運

営を。 
○ロータリー情報委員会 
新人研修でいろんな情報を与えてほしい。前期後

期各 1 回開催してほしい。 
○社会奉仕委員会 
地区補助金についてはいろいろ協力いたします。

サボテン事業は続けると良いと思います。 
○環境保全委員会 
ロータリーの森での例会はすばらしい事です。頑

張って続けてください。 
○青少年奉仕委員会 
交換留学生を春日井 RC がスポンサーになり春日

丘に受けてもらえるようにしてほしい。 
○国際奉仕委員会 
セブ RC との姉妹提携はタイミングを見て進めて

ください。 
○米山記念奨学委員会 
奨学生は中国人が多いので問題もありますが・・・ 
奨学生には良い面もありますのでお願いします。 
○ロータリー財団委員会 
寄付は無理をしない範囲で。今年の寄付は 3 年後

の補助金の基準として適用されます。頑張ってく

ださい。 
○監査委員会 
細かいミスでお互い嫌な思いをすることもありま

す。的確な監査をお願いします。 
【朱宮 新治ガバナー補佐総括】 
各委員長の意気込みを感じました。来年の 6 月ま

での志水年度を、その熱意を絶やさずに続けてく

ださい。 
【勝谷 哲次 地区副幹事コメント】 
引き続き加藤陽一ガバナーへの協力をお願いしま

す。50 周年の計画と予算はどうなっていますか。 
（回答）近いうちに実行委員会を立ち上げ、計画

します。資金についてはニコボックスの積み上げ

られた資金を充当するため十分に確保されていま

す。 
【岡田 雅隆 分区幹事コメント】 
増強がなされていて春日井 RC 良いクラブだと思

います。エレクトの管轄の増強、是非取り入れた

い。 
【山根 雄司 分区幹事】 
RC の事業が地域に根ざしたものになっている。

女性会員も活躍していて頼もしい。 

【丹羽 敬昇 分久副幹事】 
本日はおせわになりました。 
【会長挨拶 志水ひろみ会長】 
暖かい激励ありがとうございました。地区の事業

に積極的に参加して加藤ガバナーを支えていきま

す。本日はありがとうございました。 

 
ガバナー補佐懇談会 

 
ガバナー補佐挨拶 

 
クラブ協議会 

 
 



ちのうえご移動下さい。 

     次週予告    

8 月 7 日（金） 祝福  
卓話 屋嘉比良夫君、近藤秀樹君 
春日丘高校インターアクトクラブ訪問（松本先生

他４名） 

11：30～  理事役員会 
 
◎例会変更の案内 
名 古 屋 城 北 ８月１８日(火) ８月１９日(水) ９：００ 

   ＲＣ 補助金事業の為社会教育センター 

名古屋名北 ８月１９日(水) ８月１９日(水) 

   ＲＣ 合同例会の為 アパホテル 

岡 崎 南 ８月１８日(火) ８月１８日(火)１８：３０ 

   ＲＣ 納涼例会の為 三河湾リゾートリンクス

津 島 ８月２１日(金) ８月１７日(月) 

   ＲＣ 合同例会の為 名鉄グランドホテル

 
◎例会休会のお知らせ 
○名古屋空港ＲＣ  ８月１７日（月）は休会 

○名古屋葵ＲＣ   ８月１３日（木）は休会 

○津島ＲＣ     ８月１４日（金）は休会 

○岡崎南ＲＣ    ８月１１日（火）は休会 

○名古屋大須ＲＣ  ８月１３日（木）は休会 

○大須ＲＣ     ８月１１日（火）は休会 

○羽島ＲＣ     ８月１１日（火）は休会 

○名古屋丸の内ＲＣ ８月１３日（木）は休会 

○名古屋アイリスＲＣ８月１２日（水）は休会 

○愛知長久手ＲＣ  ８月１１日（火）は休会 

○犬山ＲＣ     ８月１１日（火）は休会 

○名古屋北ＲＣ   ８月１４日（金）は休会 

○尾張旭ＲＣ    ８月１４日（金）は休会 

 
◎ビジター紹介   会長   志水ひろみ君 
○犬山ＲＣ   朱宮 新治君 

   〃    岡田 雅隆君 

   〃    山根 雄司君 

   〃    丹羽 敬昇君 

○瀬戸ＲＣ   加藤 陽一君 

   〃    勝谷 哲次君 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 58 名 欠席 12名 出席率 78.9%

先々週の修正出席 欠席 0名 出席率 100% 

 
ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇本日は大変お世話になります。 
    東尾張分区ガバナー補佐 朱宮 新治君 
          地区副幹事 勝谷 哲次君 

          分区幹事  岡田 雅隆君 
                山根 雄司君 
          分区副幹事 丹羽 敬昇君 
〇久しぶりにおじゃまします。宜しくお願いしま

す。         瀬戸ＲＣ 加藤 陽一君 
〇地区の皆さんをお迎えして。  志水ひろみ君 
〇昨日、8 人目の孫が生まれました。 
                川瀬 治通君 
〇久しぶりにぽん友（加藤陽一君）に会えるよろ

こびで。            大橋 完一君 
〇ガバナー補佐をお迎えする喜びで。 

近藤 太門君 
〇ガバナー補佐、朱宮さんいらっしゃい。 
                宅間 秀順君 
〇朱宮補佐、ガンバッテ下さい。 早川 八郎君 
〇今日もよろしく。ガバナー補佐いらっしゃいま

せ。              古屋 義夫君 
〇ガバナー補佐、暑さに負けず頑張って下さい。 
                松尾 隆徳君 
〇本日、最高気温 38℃皆様お体大切に！！ 
                青山 博徳君 
〇夫人誕生日の生花届きました。ありがとうござ

います。            小野寺 誠君 
〇皆様、ＩＤＭ盛り上げていただきありがとうご

ざいます。9 月 4 日の野球観戦家族会の参加もよ

ろしくお願いします。      和田 了司君 
〇ガバナー補佐を歓迎します。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  伊藤 一裕君  

梅村  守君  太田 弘道君  大原 泰昭君  

加藤久仁明君  加藤  茂君  風岡 保広君

加藤 宗生君  北  健司君  近藤 秀樹君 
清水  勲君  芝田 貴之君  社本 太郎君  

峠 テル子君  名畑  豊君  成瀬 浩康君  

長谷川英輝君  蓮野 美廣君  屋嘉比良夫君

山田  治君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 
卓話    ガバナー補佐   朱宮 新治君 

春日井ＲＣの皆さん今日は、ご紹介頂きました本

年度東尾張分区担当ガバナー補佐を仰せつかって

おります犬山ＲＣ所属の朱宮でございます。本日

の例会には、勝谷地区担当副幹事君、スタッフで

あります分区幹事の岡田雅隆君、同じく山根雄司

君、そして副幹事に丹羽敬昇君共々お邪魔致しま

した。どうぞよろしくお願いします。先ほど、志

水会長、長谷川幹事と懇談させていただき春日井

ＲＣさんの素晴らしい活動状況など伺いありがと

うございました。本日は加藤ガバナー自らガバナ

ー補佐訪問に同行されておられますのでちょっと

恐縮しております。多分本当は頼りないから心配

なのでおいででしょうね。 
毎年の慣例とはいえ今日は限られました時間での



訪問ではございますが進めさせていただきます。 
さてガバナー補佐の主な役割は、担当させていた

だく分区内のクラブさんが実に効果的に運営され

るようサポートすることによってガバナーを補佐

することとされております。特に今年度は分区内

の仲間であります瀬戸ＲＣさんから加藤ガバナー

が輩出されておられることから、より一層地区と

各クラブとの連絡役といいましょうか、コーディ

ネーターとしての役割が求められ、特に他分区と

はひと味違った融和と特徴を示さなくてはと思っ

ております。 
幸いにも過去の長きに渡り、東尾張分区は会長幹

事会等を通じたりして大変連携深く関わってきて

おりますので、ガバナーの基本方針等も浸透し易

い環境で安心しております。またＩＭのテーマも

「前に歩もう」とさせていただきました。分区の

皆さんと共にロータリーの基本理念を抱いて楽し

いロータリー活動が出来ますよう前に歩もうでは

ありませんか。 
それでは簡略になるかと存知ますが用意させてい

ただいたスライド資料に基づいて短い時間ではあ

りますが進めさせていただきます。 
加藤ガバナーからは、補佐訪問時に、次の５点に

ついては必ず伝えるようにと指示を受けておりま

すのでよろしくお願いします。 
１． ＷＦＦへの参加、チッケトの申し込み 
２． 地区大会への参加 
３． ガバナーナイト（世界大会）（地区ガバ

ナーを囲む会）への参加 
４． 希望の風奨学金 
５． ＲＩ会長賞 
お話の中、順序は変わりますが復習或いは確認と

申し上げましょうか説明させて頂きます。 
ガバナー月信、ロータリーの友、地区便覧などを

通じて充分ご理解されておられることでしょうが、

ラビンドランＲＩ会長が発信された 
ＲＩテーマ「世界へのプレゼントになろう」 
そして強調事項の 
・ポリオ撲滅  ・人道的奉仕  ・ロータリー

のイメージと認識を高める 
・ オンラインツールの利用 が唱われています。 
このテーマ、強調事項を礎に世界各地区の今年度

の活動が始まりました。 
加藤ガバナーは 1905 年 2 月にポールハリスが世

界初のロータリークラブを設立した当初の思い、

多様な職業を持つ人々が集まり、アイデアを交わ

し、生涯にわたる友情を培うことの出来る場とし

て、ロータリーを設立したことの原点と、「ロータ

リーが私たちにとって何を意味するにせよ、世界

は、その業績によってロータリーを知るのです」

とポールハリスの言葉を振り返られたことからで

しょうか、地区方針として「ロータリーの原点に

学ぶ～友情と寛容の輪を広げよう～を掲げられま

した。  
 そして～地区行動方針～として 
・ 高潔なロータリアンを目指し、常にバッジを

着用する 
・ 例会に積極的に出席し、ロータリー活動を楽

しむ 
・ 自主的クラブの運営 
・ 会員増強、退会防止 
・ 地区の改善、改革 
を取り上げられましたので我々はこの方針、行動

方針に沿って今年度クラブ運営を進めて行ければ

と思います。 
そこでまず皆さんにこんな基本的なデータを今一

度確認していただこうと取り上げてみました。 
ご覧のように会員数、地区数、クラブ数、平均会

員数を示してみました。日本の会員数はピークの

約 12 万人から大きく減少して、今では 88159 人

で世界の 7.2％、またクラブ数は世界の 6.48%と

なっています。クラブの平均会員数では、世界

34.53 人,日本 38.63 人 2760 地区 57.68 人、春日

井 RC は 56 人で丁度地区の平均会員数と同じ規

模となっています。春日井ＲＣさんは過去３年で

は、51, 58, 56 人となっておられ大きな変動は

無いようでございます。また地区の会員構成 10
人未満は無く、11~20 人 8.3%, 21~30 人 10.7%,  
31~40 人 13.1％とこんな構成になっています。ま

たこんなデータもあります。 
例えば、例会の食事をみてみますと、 
朝食 10%, 昼食 34%, 夕食 48%, 無し 8% 
会費費用の食事比率 
日本 26%  英国 58%  北米 43% インド 9% 
会員平均在籍年数  
1 年未満 9%  1~2 年 12%  3~5 年 19%  6~10
年 19%となっています。皆さん自分達のクラブと

比較されてみてどんな感じでとらえられましたで

しょうか。皆さんのクラブはあらゆる面で大変ス

ムーズな運営が出来ていると確信されたと思いま

す。 
さて次に２７６０地区の主な活動を改めてお知ら

せさせていただきます。 
今年も地区活動方針に沿って昨年と同じ会場で

10 月 24 日,10 月 25 日の 2 日間、「第３回ワール

ドフードふれ愛フェスタ・チャリティイベント」

が行われ、イベントの 収益金はミヤンマーでの水

事業・教育事業活動支援、エンドポリオ事業支援

にあてがわれます。ＲＩの優先目標に「ロータリ

ーの公共イメージと認知度の向上」、「ポリオプラ

ス」があり、今回のイベントも広く一般の方にロ

ータリークラブに対する理解を深めロータリーの

活動、素晴らしさを知っていただくいい機会で、

特に「ロータリーの公共イメージと認知度の向上」



が計られるとともに、今後の会員増強のための戦

略の一つになると考えられるイベントになると思

われます。当分区も 2 ブースの出展を予定いたし

ており、春日井ＲＣも出展していただける予定と

伺っており感謝申し上げます。昨年の実績では、

3 日間で約 6 万人の来場者があり、マスコミにも

各社から取材で取り上げられました。収益金は

280 万円ございました。そして今年は 10 月 24 日

は地区の「ロータリーデー」、10 月 25 日は「ジャ

パンロータリデー」との名称で開催されます。是

非皆さん、例会変更なさってでも参加して下さい。 
次に、今年度も「ＶＴＴ」の派遣事業がＲＩの重

点項目に添ってインドネシアに医療チームが来年

3 月～5 月頃に派遣されることになっており、こ

のプログラムは約総額 5万ドルのグローバル補助

金を利用したプログラムで、日本中から注目され

ていますので関心をよせて下さい。 
また地区の委員会が担当する事業には他に多くの

事業がありますが、ここにおります岡田分区幹事

が地区青少年交換委員長として、毎年海外との青

少年交換事業を行っておりますので是非参加して

いただきたい事業の一つでございます。 
地区大会につきましては、今年は岡崎東ＲＣの主

催で、10 月 31 日、11 月 1 日にウェスティンナゴ

ヤキャッスルで開催されます。記念講演はＪＲ東

海の葛西敬之代表取締役名誉会長さんの「東海道

新幹線とリニア中央新幹線」という興味深い演題

で開催されますので楽しみにして下さい。 
今年度のロータリー世界大会は非常に近い、韓国

ソウルで来年の 5 月 28 日～6 月 1 日に開催され

ます。そこでは瀬戸ＲＣさんが企画されておられ

ます「ガバナーナイト」がミレニアムヒルトンで

5 月 29 日に開かれますので当分区もこぞって参

加したいと思います。詳しい案内は間もなく各ク

ラブに届けられる予定でございます。 
その他のお願いといたしまして、 
・ 希望の風奨学金  
東日本大震災で両親もしくは片親を亡くした遺児

たち（大学生、短大生、専門学校生）に奨学金を

給付するプログラムで、入学から卒業まで毎月 5
万円を継続して給付し、返還を求めないプログラ

ムです。一人 1000 円の支援金をお願いするもの

です。 
・ ＲＩ会長賞 
 必須項目から 2 項目を完了し、各カテゴリーに

ある項目をいくつか完了することになっておりま

す。地区便覧、地区ホームページに記載されてお

りますので確認して是非挑戦して下さい。  
 それでは東尾張分区で今年度予定しています活

動についてご紹介させていただきます。 
恒例のインターシティミーテイング（ＩＭ）です

が、地区では開催されない分区もございますが、

東尾張分区では毎年継続して開催されており、今

年度は犬山ＲＣが担当させていただき、2015 月

11 月 28 日（土）に名鉄犬山ホテルで開催いたし

ます。私共犬山ＲＣのＩＭ実行委員会から東尾張

の各クラブさんにＰＲのお邪魔をいたしておりま

す。春日井ＲＣさんへは 8 月 7 日の例会に予定さ

せておりますのでお願いいたします。今回は加藤

ガバナーの「ロータリーの原点に学ぶ」との基本

理念に沿って、当地区から初めてのＲＩ理事とな

られます斉藤直美パストガバナーに基調講演とし

て「ロータリーと私」のテーマでお願いいたしま

した。 
斉藤パストガバナーは「原点回帰」というロータ

リー書をだされておられロータリーには凄い情熱

を抱かれておられますので、皆さんには大変勉強

になることかと思います。 
そしてさらに、記念講演といたしまして、「新しい

時代の脅威と我が国の対応」とのテーマで、帝京

大学名誉教授であられます、志方俊之先生にお願

いいたしました。志方先生はいわゆる陸上自衛隊

のトップの陸将までつとめられた方で、タイムリ

ーな話題を披露していただけると思っております。

ご案内の通り、当日はエクスカーションとして犬

山の誇る犬山城、茶室如庵の 2 つの国宝を無料で

特別ＩＭ出席者に開放させていただきますのでこ

の機会に是非ご覧下さい。なお講演会後は皆さん

で懇親の場を深めていただく席も用意いたしまし

たので各クラブ全員登録でご参加をお願いいたし

ます。 
また年を明けてから 3 月頃には、久しぶりに親睦

ゴルフ退会を開催させていただく企画も分区活動

として実行させていただきます。 
 ところで、毎年財団や米山への寄付を地区から

お願いいたしており、それぞれの目標額がありま

すが、無理の無い範囲で引続きお願いいたします。

春日井ＲＣでは、昨年度には「市内小学生対象に

物理実験の開催と器具の寄贈」の事業をされ、地

区補助金 4624 ドル（約 50 万円）使用されて総額

958,026 円のプロジェクトを実行されました。今

年度は「市内高校生に交通安全教育実施」のプロ

ジェクトを 10 月に企画されておられるようで、

地区補助金 3190 ドル（約 376500 円）使用され

て総額 753000 円の事業に取り組まれておられる

ようで、実にうまく利用されておられます。この

地区補助金も 3 年前の年次寄付金が利用されます

ので今年度も 3 年後の補助金利用をめざしてお願

いしたいです。 
ところで、ＲＩ会長の強調事項の一つに・オンラ

インの利用がございます。これを利用されますと

様々な資料、データを入手できますのでまだ登録

されておられないようでしたら是非登録して利用

して下さい。ロータリー関連の情報の入手にはご



覧の種類があります。 
・国際ロータリーウエブサイト   
・ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ 
・ロータリークラブセントラル   
・ロータリーショウケース 
・ブランドリソースセンター    
・ロータリーの友  
・コーデイネーターニュース 
登録方法は次のようですのでちょっと紹介いたし

ます。 
マイロータリーへの登録方法について、別途スラ

イドで紹介いたします。 
さて今一番大事なのは、会員の退会防止であると

いわれています。例年年度末の 6 月に多くの退会

者がおられます。クラブあげて退会防止に取り組

まなくてなりません。クラブがしっかりと、クラ

ブの未来像を見据えて計画をたてて推進していく

ことが、各クラブの基盤を確たるものにしていく

ものだと思います。 
加藤ガバナーは今年度末には地区の会員を 5000
名にしたいとの目標をお持ちです。前年度末の会

員数を4～5名で2750地区に負けましたので日本

で 2 番目になりました。 
実は個人的にはＥクラブと同様に余りお勧めは出

来ませんが、会員増強にかかわる一つの方法をご

紹介いたします。この方法で 2750 地区が拡大・

増強を図られました。例えば、スポンサークラブ

無しで、ガバナー自身がスポンサーとして新しい

クラブを創立されたり、衛星クラブの創設です。 
「衛星クラブ」について少し説明させていただき

ますと、衛星クラブとは 2013 年ＲＩ規定審議会

で新たに採択された新しいクラブの形で、スポン

サークラブ（通称親クラブ）の判断で作れます。

衛星クラブは親クラブの例会場、曜日、時間帯、

入会金や年会費とは異なるもので親クラブと相談

の上、設定した“クラブの中にあるクラブ”にな

ります。衛星クラブは独自の役員から成る別個の

理事会をつくります。この場合、「会長」ではなく

「議長」と呼ばれます。そして通常のＲＣの規則

に従って運営します。また親クラブと理事会に対

し、会員状況、活動、プログラムに関する報告及

び会計報告を毎年提出し、これらは親クラブの年

次総会に向けた報告に含まれます。衛星クラブの

議長やその他のリーダーはスポンサークラブの理

事会に一員なる必須条件ではありません。この衛

星クラブの会員は親クラブの正会員（二重会員）

でもあります。入会に際しては親クラブでの承認

が必要です。ただ衛星クラブは地区内のクラブ数

のカウントには含まれません。衛星クラブの会員

は親クラブの会員として人数がカウントされます。

例えば、親クラブの会員が 50 名で衛星クラブの

会員が 8 名の場合、親クラブの会員数は 58 名と

してカウウントされます。出席率は別個計算にな

ります。申請はスポンサークラブの会長が設立申

請書をＲＩ日本事務局のクラブ・地区支援室に提

出します。衛星クラブ設立の認可はＲＩの「加盟

認証」とは異なるため加盟認証状は存在せず、手

続き後に、日本事務局から「認可」の書面をもっ

て発足いたします。衛星クラブ会員は当然親クラ

ブ会員と同じようにＲＩ人頭分担金、地区の必要

分担金、ロータリーの友購読料などの負担義務が

あります。但し、親クラブとは別会場、食事など

が異なることから年会費の低減を期待されます。

若年層・女性・高年齢層での会員増強が目的です。

また会員数 20 名未満のクラブも、衛星クラブを

設立してスポンサークラブになれますが、衛星ク

ラブのスポンサーは、従来の新クラブのスポンサ

ーとは、役割と責務が異なります。衛星クラブは

設立時に少なくとも 8 名の会員を有する必要があ

りますが、人数の上限はありません。それに衛星

クラブといった形態でクラブを運営出来る期間の

制限もありません。更に 20 名集まったからとい

って新しいクラブを立ち上げる義務は発生しませ

ん。逆に、現在会員数が極端に少なく運営が立ち

行かないため一旦クラブの終結手続きを取った後、

何処かのクラブの衛星クラブとして再生すること

も可能で、現会員からの移籍も想定されます。衛

星クラブは新しいクラブに必要な 20 名に至るま

での「仮クラブ」的な存在の他、半永続的に親ク

ラブ内での「寄生」的な存在としても充分に想定

出来ます。即ち、親クラブ内での「第 2 クラブ」

として作ることで、結果として会員増強に繋がり

ます。 
また名称は、スポンサークラブと例会時間が異な

る場合 
犬山・イブニング・ＲＣ衛星クラブ 
スポンサークラブと会場が異なる場合 
犬山・明治村・ＲＣ衛星クラブと命名されます。 
ところで第 2 クラブとしての衛星クラブはどんな

形態が考えられるでしょうか。子クラブを作るた

めの第 1 ステップ以外に、 
・年会費の負担を軽減して若年層が入り易くする。 
・職業をリタイヤした会員や出席免除会員など高

年齢層の退会予備軍への再活性化支援策として、

親クラブに「若年層向け」、「高年齢層向け」とし

て衛星クラブがあってもいいのではないでしょう

か。また会員を男性だけに縛るクラブでは、女性

も対象とした衛星クラブを作るのもありでしょう。

親クラブとは例会場や時間を変えた食事なしでお

茶だけの第 2 クラブも考えられます 
先々、これら衛星クラブが新しいクラブクラブ設

立へ繋がれば上出来です。今世界は多様性が求め

られています。ロータリークラブも従来の慣習に

従った硬直性を離れ、会員候補者の多様な求めに


