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例会場：ホテルプラザ勝川

例会日：金曜日 12:30-13:30

本日のプログラム
司会

・点 鐘
・ROTARY SONG
・今月の歌
・ビジター紹介
・食事・歓談
・委員会報告
・会長挨拶
・ＩＤＭ
・幹事報告
・点 鐘

会場委員会
川瀬 治通君
「われら日本のロータリアン」
「少年時代」
川瀬 治通君

川瀬 治通君
古屋 義夫君
川瀬 治通君

「われら日本のロータリアンの歌」
1．われら日本のロータリアン
一つの仕事をする時も
真心こめて考える
これは誠か真実か
4 ．われら日本のロータリアン
一つの歯車まわすにも
広く見まわし考える
皆の為になることか
今月の歌
「少年時代」
夏が過ぎ
風あざみ
誰のあこがれに さまよう
青空に残された 私の心は夏模様
先週の記録
会長所信表明
会長 川瀬 治通君
「今年度の方針について」
これまでの 50 周年を礎にして私たちは次のステ
ージに進まなくてはいけません。第 1 歩を踏み出
すにあたって、何をすべきか、ということを考え
ました。
「クラブ計画書」
「会員手帳」
は古屋幹事、

例
会
予
定

８月３日（金）
第２回 理事会 11：30〜

８月１０日（金）
ガバナー補佐訪問

卓話 日比 雄将君

第２回クラブ協議 13：30〜

２０１８年７月２７日（金）２３７４回（７月第３例会）
事務局と協議し、会員に分かりやすく、読みやす
くなるように工夫しました。会員には、良いと思
ったことはやってみてほしいと思います。チャレ
ンジしてみて、うまくいかなければ修正していけ
ばよいと考えます。ロータリーには変えても良い
こと、変えない方が良いことがあると思います。
しかし、これまで通りやっていては新鮮味も面白
みもなく、活性化しません。変わるのは今です！
2016 年の規定審議会の決定に従い、委員会編成を
変更し、
委員会の数を20から14に減らしました。
この変更自体、世界中のロータリーで会員数が減
少傾向にあるために取られた変更です。私たちの
クラブも、
会員数が 80 人の時代から同じ委員会編
成で続いてきており、50 人の会員数では無理があ
ったのが実情です。
また、
休会の規定も変更され、
クラブの裁量により休会を増やすことができるよ
うになりました。その一つが「例会日の週に祝日
が含まれる場合は例会を取りやめることができ
る」という条項です。この規定を今年は取り入れ
ました。昨年度の例会の数は月 3.6 回でしたが、
今年は月 3.3 回と若干減りました。これがクラブ
にとって、また会員にとって良いのか悪いのか、
今年度を参考にして次年度以降に生かしていただ
ければと思います。次に理事会を活性化し、その
機能を強化したいと思います。毎月の審議事項を
協議決定するだけでなく、種々の問題について月
をまたいで継続して審議をしていきたいと思いま
す。今年度で解決しない事項については次期に受
け渡し、単年度制のディメリットを少なくしたい
と考えます。また、2016 年の規定審議会で決定し
たように、議事録を会員に公開するようにいたし
ます。次に、先週の全員協議会でお諮りしたよう
に、
ニコボックスのお金の使途を明確にしました。
周年事業や式典に使うために貯めておくのではな
く、あくまでも奉仕のために使います。周年積立

８月１７日（金）

８月２４日（金）

休会（定款８−１）

祝福
卓話 春日丘高校ＩＡＣ
地区大会ＰＲ訪問

金はクラブ会計から別途積立をします。クラブ運
営に関しては、これまで十分でなかった点につい
て取り組んでいきたいと思います。1 つ目は、『記
録を残す』こと。この度、50 年間の活動について、
事務局にある資料を調べていますが、行われた奉
仕事業などの記録、財団留学生、米山奨学生の名
前などきちんと残っていません。クラブにとって
記録を残すことは大切なことです。近隣のクラブ
では、クラブ計画書に事業報告、決算書を載せて
いるところもあります。また、クラブ計画書だけ
ではなく、クラブ報告書を作成しているクラブも
あります。次の年度替わりでは、新旧の委員長で
書類による申し送りをしていただき、それをクラ
ブにも資料として残していくことを考えています。
2 つ目は『情報の共有』です。理事会に出ている
方は、予定されている事業やその進捗状況が分か
っていますが、一般の会員には十分周知されてい
ないと思います。委員会報告、幹事報告の時間や
会報を利用して、すべての会員が情報を共有でき
るようにしたいと思います。理事会議事録の公開
もその一つです。3 つ目は『例会以外でも親睦を
図る』ことです。委員会の懇親会、同好会活動、
勉強会、数人での他クラブへの Make Up など、例
会以外でも顔を合わせる機会を増やし、今こそ親
睦と友情を深めたいと考えます。 4 つ目は『例
会』についてです。お気づきになったように、会
長＆幹事席を前に作りました。これは商工会議所
で例会が行われていた時のスタイルです。また、
最近は座るテーブルが固定しているように見受け
ますので、お互いをよく知り、会員同士の交流を
図るために、たまには委員会別、誕生月別、干支
別など座る席をフレキシブルにしていただくよう
に会場委員会にお願いしています。また、例会の
プログラムで、卓話だけではなくディスカッショ
ン例会のような、会員で一つのテーマについて話
し合うような例会も開きたいと考えています。
5 つ目は『出欠のアンケート』です。これまでも
ネットで例会への出欠をお伺いしていましたが、
返事をいただけるのは 30％程度です。出欠を取る
ことによって食品ロスを減らすことができます。
会費を払っているからという権利意識ではなく、
ロータリアンとしての義務でもある食品ロスを減
らすことを是非考えていただき、出欠のお返事を
出していただきたいと思います。
6 つ目は『新会員オリエンテーション』です。会
員の皆様には、新会員がクラブに早く溶け込める
ように、新会員に声をかけてあげてください。ク
ラブとしても、入会時のオリエンテーション、会
長幹事との食事会、3 年未満の会員を対象とした
オリエンテーションなど、十分なサポートをして
いきます。皆さんも新会員と一緒に、改めてロー
タリーについて勉強すると、さらにロータリーを
楽しむことができると思います。Enjoy ROTARY!
最後に奉仕活動についてです。多文化共生をテー

マにしたイベントが 11 月 17 日に予定されていま
すし、来年 4 月 7 日には海外からもお客様がお出
でになる記念式典が開催されます。そのため、ク
ラブ全体が忙しい年になるので、各委員長には無
理のない範囲で活動を行っていただくようにお願
いしています。この機会に、現在決まっている、
個々の事業についてご報告します。
「福祉の集い」
は、今年は地区大会と日程が重なるために不参加
とします。45 周年事業として始まったセブ・ロー
タリーとの「あしなが事業」については、前年度
第 6 次の生徒および あしながおじさん が決定
し、今年度まで奨学金をお渡しします。しかし、
この事業はクラブの事業となっていますが、個人
の寄付によって成り立っている事業なので問題も
多く、前会長、前幹事、会長エレクトと相談し、
第 6 次で一旦終了することにしました。この件に
ついては、
セブ・ロータリーにもお伝えしてあり、
今後グローバル補助金の使用も含めた新たな共同
事業を企画することになっています。また、姉妹
クラブ、友好クラブを 4 月の記念式典にご招待す
ることもあり、各クラブとは再度連絡を取り合う
ようにします。さて、ロータリーダイナースカー
ドをご存知ですか。このカードを使えば、使用金
額の 0.3％がポリオ撲滅の資金として寄付されま
す。このカードは個人だけではなく、クラブや地
区でも持つことができます。春日井ロータリーと
してこのカードを申し込み、既にカードは届いて
います。年間のクラブ行事や 50 周年の決済にカー
ドを使うことによりポリオ撲滅にさらに貢献でき
ます。この 1 年、皆さんと協力し頑張って「記憶
に残る一年」にしたいと思います、ご協力をよろ
しくお願いいたします。
幹事所感
幹事 古屋 義夫君
2018 年 7 月 6 日（金）春日井ロータリークラブ
2018-19 年度 第１回目の理事会開催分より、理
事会のディスカッションの様子や審議事項につい
てのご理解を深めていただくため、上程された議
題についてどのように決定されていくかというこ
とを、ご理解をしていただくために理事会の議事
録を会報広報 IT 委員会に作成をいただきメンバ
ーの皆さんに公開出来ることになりました。これ
は見方を変えるならば記録を後世に残すことにも
なり今後の春日井ロータリークラブの大切な指針
になると確信しております。議事録につきまして
は今後、春日井ロータリークラブのホームページ
の中にメンバー以外の閲覧が不可能な 専用エリ
ア を作成しそこに収録される予定です。こちら
については既に会報広報 IT 委員会のメンバーが
準備を始めていますので近い将来そちらで不便な
く閲覧出来るようになると思います。このシステ
ムが稼働するまでは春日井ロータリークラブのす
べてのメンバーにロータリー事務局より E-MAIL

を配信させていただきます。（出来ましたら会員
のすべての皆様に E-MAIL のアドレス取得をお
願い申し上げます）また E-MAIL をご使用になっ
ておられないメンバーのため事務局にて閲覧いた
だけますようにご議事録を用意させていただきま
すので宜しくお願い申し上げます。

祝 福

◎例会変更のお知らせ
名 古 屋 大 須
Ｒ Ｃ

8 月９日（木）同日
納涼夜間例会の為 ピルゼン

◎例会休会のお知らせ
江南ＲＣ
名古屋丸の内ＲＣ
尾張旭ＲＣ
津島ＲＣ
出席報告
会員 53 名
先々週の修正出席

８月９日（木）休会
８月１０日（金）休会
８月１０日（金）休会
８月１０日（金）休会

委員長
欠席 20 名
−

梅村

アテンダンス表彰

守君

出席率 62.2%
−

ニコボックス報告
委員長 藤川 誠二君
〇家内の誕生日のお花をいただきました。ありが
とうございます。
川瀬 治通君
早川 八郎君
〇本日，祝福をしていただきます。ありがとうご
ざいます。
加藤
茂君
北
健司君
近藤 太門君
古屋 義夫君
宅間 秀順君
○今年度，初めての広報誌です。ご覧ください。
青山 博徳君
○大相撲春日井場所のチケットだんだんなくなっ
てきました。是非お買い求めください。
稲垣 勝彦君
○本日からよろしくお願いします。
内藤 修久君
〇祝福，内藤君の入会をお祝いします。
梅村
守君
大橋 省吾君
大原 泰昭君
小川
長君
小柳出和文君
加藤久仁明君
加藤 宗生君
貴田 永克君
芝田 貴之君
清水
勲君
下田 育雄君
社本 太郎君
栃本 正樹君
友松 英樹君
中島
泉君
成瀬 治康君
西尾 隆吏君
速水 敬志君
藤川 誠二君
松尾 隆徳君
屋嘉比良夫君
和田 了司君

入 会 式

会長所信表明 川瀬 治通君

副会長挨拶 和田 了司君

例会風景
会長エレクト挨拶 北 健司君

幹事報告 古屋 義夫君

