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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」

・今月の歌 「野菊」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・卓 話 太田 弘道君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

野菊

遠い山から 吹いて来る

こ寒い風に ゆれながら

けだかく きよくにおう花

きれいな野菊 うすむらさきよ

先週の記録

会長挨拶

名古屋城北ＲＣ 会長 多田 通夫君

本日は3 クラブ合同例会を松前ガバナー・長谷

川地区幹事をお招きして催すことができることを

大変喜ばしく思います。

またこの例会に際して当クラブの岩田幹事が北幹

事、武田幹事より多方面にわたりご指導いただき

ましたことに大変感謝いたします。

まず挨拶に先立ちまして皆様に黙祷していただき

ありがとうございました。

先日亡くなられました塚本繁三様のお葬式に際し

当クラブとして彼をロータリアンとして暖かく見

送ることが出来たことに厚く御礼申し上げます。

２０１1 年１０月２８日（金）第２０６７回（１０月第４例会）

塚本さんは本人たっての希望で『ロータリアンと

して死にたい』と、熱烈に希望されていました。

親睦委員長の溝上君、秦野さんはじめ皆様のお陰

で彼との約束を果たすことが出来ました。本当に

ありがとうございました。ご冥福を祈ります。

話を戻します。

本年度ガバナー方針『会員増強とクラブの活性化』

であります。

当クラブでは『増強』に関しては RIの衛星クラブ

プロジェクトにのっとり会員の拡大に努め『クラ

ブの活性化』に関しては例会の充実を図るよう『外

来卓話』を多くしたり新地区補助金を利用して奉

仕事業を計画したりしていますがその辺の話はガ

バナーにお願いいたします。

ガバナー挨拶の中で老子の『ゆったりとおおらか

に生きる』と人生論を説かれて、地区の会議等の

挨拶でも大変バイタリティーのあふれるお話をさ

れます。

私の８月の最終例会で『1/4 が終わって』会長

挨拶の中でもお話ししましたが、この会長挨拶が

『暗い』と自己反省をしています。本日はガバナ

ーのお話を参考に明るい会長挨拶ができるよう勉

強したいと思っています。

またガバナーは、古典から人生の指針を見つける

ことを新しい年の目標としてみるのも

楽しいのではと記されています。

ロータリアンとしてこんな風に生きていけたら良

いかと思い私が選んだのを紹介します。

If I wasn't hard, I wouldn't be alive.

If I couldn't ever be gentle, I wouldn't deserve

to be alive.

これは、レイモンドチャンドラーの小説に出てく

る探偵、フィリップマーロウの有名な台詞です。



直訳すると

「もし強くなかったら、今は生きていないだろう。

今のように優しくなかったら、生きるに値しな

かっただろう」

という文章になります。

やはり少々『暗い』感じがします。いかがでしょ

うか。

松前ガバナー本日はよろしくお願いいたします。

幹事報告 幹事 北 健司君

① 本日、指名委員会 開催の案内

日時：2011年 10 月 28 日（金）13:30 より

場所：1F ソレイユ

◎例会変更のお知らせ

愛知長久手 １１月１日 (火) １１月１日（火）

ＲＣ 例会場都合の為 ござらっせ

愛知長久手 １１月８日 (火) １１月 1 3日（日）

ＲＣ 町民まつりの為 長久手町役場

名 古 屋 東 １１月１４日 (月) １１月１４日（月）１８：３０

ＲＣ RAC合同例会の為

名古屋守山 １１月 1６日(水 ) １１月２０日（日）

ＲＣ 地区大会参加の為

名古屋清須 １１月１５日 (火) １１月２０日（日）

ＲＣ 地区大会参加の為

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○名古屋空港ＲＣ 中島 俊朗君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 30 名 出席率41.2%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率98%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○松前ガバナーをお迎えして。 足立 治夫君

蓮野 美廣君 林 鑛三君 磯野 俊雄君

加藤 茂君 風岡 保広君 北 健司君

加知 康之君 名畑 豊君 中島 宗幸君

中川 健君 成瀬 浩康君 大畑 一久君

太田 弘道君 志水ひろみ君 社本 太郎君

高橋 理江君 宅間 秀順君 峠 テル子君

塚本 兼光君 屋嘉比良夫君

ガバナー歓迎の挨拶

春日井ＲＣ 会長 風岡 保広君

本日は、ガバナー公式訪問ということで、第２

７６０地区ガバナー 松前憲典様ならびに地区幹

事 長谷川正己様をお迎えして、名古屋城北ロー

タリークラブ・名古屋空港ロータリークラブと春

日井ロータリークラブの３クラブ合同のガバナ公

式訪問例会を、ただいまから開催いたします。

ＲＩ会長カルヤン・バネルジーさんの「こころ

の中を見つめよう 博愛を広げるために」を国際

ロータリーのテーマとし、強調事項として家族・

継続・変化の３課題を掲げて、スタートいたしま

した。早いもので、すでに４ヶ月が経過しようと

しておりますが、タイミングよく今日ガバナー公

式訪問を受け、松前ガバナーの「会員増強とクラ

ブの活性化」が各クラブにどのように浸透してい

るかチェックしていただき、また効率のいいクラ

ブ運営がなされているかの ご指導を賜ります。

それではただいまから、３クラブ合同のガバナ

ー公式訪問例会を開会いたします。

卓話 2760 地区ガバナー 松前 憲典君

ロ ー タ リ ー と 社 会 貢 献

今、ロータリーは変革のときがきました。特に日

本では、近年会員減少の傾向が続いております。

この時に臨み、国際ロータリーでは、「新長期計画

（2010 年～2013 年）」を具体的に推進し、各クラ

ブが積極的に活用されることを熱望されており、

これを戦略的計画とも呼んでおります。

一方、２７６０地区は、ロータリー財団「未来の

夢計画」のパイロット地区として、前年度田嶋ガ

バナーの下、三カ年の試行が始まっております。

深谷財団委員長をはじめ財団役員の皆様の熱意と

ご尽力により、新地区補助金、グローバル補助金

についての各クラブから申請も順調に進められて

います。本年度は、この「新長期計画」と「ロー

タリー財団未来の夢計画」の実践年度であり、そ

の大きな原動力を得るために各クラブが活性化す

ることが肝要であります。

さて、カルヤン・バネルジーＲＩ会長は今年度の

ＲＩテーマを「こころの中を見つめよう 博愛を

広げるために」と発表されました。

そして、３つの強調事項として「家族」「継続」「変

化」を挙げられています。この３つのキーワード

を念頭において、１年間各クラブ活動していただ

きたいと思います。

地区のテーマは「会員増強とクラブの活性化」と

致しました。

地区内会員数 5,000 名以上を目標としております。

会員増強は、ロータリーの組織強化とロータリー

財団の活動を活発化させるために大切なことであ

ります。

重点項目として、「社会貢献をする」「ゆったりと

おおらかに生きる」の 2 つをあげさせていただき

ました。

人生の指針として、老子の「いのちの哲学」古典

を引用させていただきました。人生の 3期説、晩

年の 30年は“社会貢献”の時代として生きること

の大切さを学びました。人生で一輪の花を咲かせ

て、すなわち社会貢献をして人生の目的を達成し

ようではありませんか。



お礼の言葉

名古屋空港ＲＣ 会長 竹尾 悟君

皆さんこんにちは、本年度名古屋空港ロータリ

ークラブの会長を仰せつかっています竹尾 悟で

ございます。

本日は、松前ガバナーと長谷川地区幹事をお迎え

してインタビューを受けました。お礼の言葉を

３クラブを代表して述べさせていただきます。

本日は３クラブ（春日井ＲＣ、名古屋城北ＲＣ、

名古屋空港ＲＣ）合同の例会に松前ガバナーと長

谷川地区幹事にお越し頂き誠に有難うございまし

た。

卓話ではガバナーエレクト時代のサンディエゴ

研修の紹介、日本人エレクト及び日本人参加者の

出し物、次期ＲＩ会長田中作次氏の紹介をして頂

きました。

又会員増強の必要性等、細かな発表をＤＶＤを通

してご報告頂きました。

午前１１時３０分より３クラブ合同の会長、幹事

会が開催されました。

各クラブの会員数、出席率、姉妹クラブ等、各ク

ラブ事にご報告させて頂きました。また注目され

るクラブ行事等も、ご報告いたしました。

３クラブ共よく頑張っていますとの評価を頂きま

した。11 月１９・２０日と地区大会が開催されま

す。今回ご出席の会員の皆さん是非多くの参加を

お願いします。

以上感謝の言葉とさせて頂きます。

ありがとうございました。

（松前憲典ガバナー卓話）

（歓迎挨拶 春日井ＲＣ 風岡保広会長）

（会長挨拶 名古屋城北ＲＣ 多田通夫会長）

（お礼の言葉 名古屋空港ＲＣ 竹尾悟会長）

（会場風景）

（司会 名古屋城北ＲＣ 岩田貴子君）


