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本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・卓 話 春日丘高校 松本 誠太先生

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

本日はガバナー補佐訪問日になっています。ガ

バナー補佐の小原久和君（名古屋城北ロータリー）、

分区幹事の後藤訓美君（名古屋城北ロータリー）、

地区スタッフの笹野 暢宏君（名古屋東ロータリ

ー）の３名の方の訪問をいただきました。

地区の千田ガバナーの本年度の方針は

１．東日本大震災被災高校生支援

地区内交流の活性化（８月２４日は知立ロータリ

ーから３名、春日井ロータリーの訪問をいただき

ました。１１月に春日井ロータリーは一色２０１２

ロータリーを訪問して地区内交流を行います。）

２．オンツーリスボン（本年度のＲＩ会長は日本

から出ています。世界会議はポルトガルのリスボ

ンで開催されます）

３．会員増強

以上の４項目です。高校生支援は、３年分の春

日井ロータリーの負担金を地区に送金する予定で

２０１２年９月７日（金）第２１０６回（９月第１例会）

す。２番目の項目は、知立ロータリーから訪問を

いただきましたが、訪問をするほうは残っていま

す。訪問当日は振り替え例会として、春日井から

はバスで行く計画です。３番目の世界会議の参加

は現在、募集活動を行なっています。最後の会員

増強は、現在も進行形です。

会員増強のために、いろいろな活動をしていま

す。ひとつは、事務局のリニューアルです。２週

間後にはリニューアルが完成します。お茶やコー

ヒーなどの自由に飲める環境になっています。新

事務局で、委員会が開催できるようになります。

他には、ロータリーの原点の奉仕活動です。児童、

生徒を集めて、春日井市のシンボルであるサボテ

ンの鉢植え大会を行ないます。これは新地区補助

金を活用しています。次に、国際奉仕ですが、フ

ィリピンのセブ島の小学校へ水洗トイレを寄贈す

ることを考えています。また、セブ島の中学生を

対象として、奨学金を出すことを計画しています。

「あしながおじさん奨学金」と名称を考えていま

す。この二つの事業は、春日井ロータリー４５周

年事業の一部と考えています。

本日は、おもてなしも十分できませんが、ガバ

ナー補佐を含めて３人の方からいろいろなアドバ

イスをいただきたいと思います。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

：森田 誠君の入会を歓迎します。

会計と出席委員会に所属となります

◎例会変更のお知らせ

愛 知 長 久 手 ９月１１日(火) ９月１１日（火）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為トヨタ博物館

愛 知 長 久 手 ９月１８日(火) ９月１８日（火）１９：００

ＲＣ 夜間例会の為 五寿司



一 宮 中 央 ９月１９日 (水) ９月１７日（月）

ＲＣ 青少年サッカー協議会の為 総合体育館

名 古 屋 葵 ９月２０日 (木) ９月１９日（水）１２：３０

ＲＣ ガバナー公式訪問の為 マリオットアソシアホテル

名 古 屋 名 北 ９月１９日 (木) ９月１９日（水）１２：３０

ＲＣ ガバナー公式訪問の為 マリオットアソシアホテル

江 南 ９月２０日 (木)９月２０日（木）１９：００

ＲＣ 夜間例会の為 商工会議所

名 古 屋 千 種 ９月２５日 (火)９月２５日（火）

ＲＣ 職場例会の為 未定

羽 島 ９月２５日 (火)９月２１日（金）

ＲＣ 記念式典の為名古屋国際ホテル

◎ビジター紹介 会長 名畑 豊君

○名古屋城北ＲＣ 小原 久和君

〃 後藤 訓美君

○名古屋東ＲＣ 笹野 暢宏君

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５0 名 欠席 18 名 出席率82.1%

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 大畑 一久君

○春日井Ｒ／Ｃ訪問致します。

ガバナー補佐 小原 久和君

分区幹事 後藤 訓美君

地区スタッフ 笹野 暢宏君

○小原ガバナー、後藤分区幹事、笹野地区スタッ

を迎えして。 名畑 豊君

志水ひろみ君

○ガバナー補佐小原久和君をお迎えする喜びで

清水 勲君

○小原補佐 暑中ご苦労さまです。

早川 八郎君

○小原ＡＧをお迎えできる喜びで。

北 健司君

○補佐ご苦労様。 松尾 隆徳君

○お世話になります。 森田 誠君

○森田 誠さんを紹介できる喜びで。

貴田 永克君

○小原ガバナー補佐、後藤分区幹事、笹野地区ス

タッフをお迎えできる喜びで

蓮野 美廣君 風岡 保広君 亀谷 鉦一君

屋嘉比良夫君 小島 啓冶君 加藤久仁明君

塚本 兼光君 梅田 英夫君 成瀬 浩康君

磯野 俊雄君 峠 テル子君 大橋 完一君

長谷川英輝君 宅間 秀順君 加藤 茂君

中島 宗幸君 林 鑛三君 加藤 宗生君

社本 太郎君 高橋 理恵君 大畑 一久君

卓話 ガバナー補佐 小原 久和君

今年度、東尾張分区ガバナー補佐を承りました、

名古屋城北ロータリークラブの小原久和です。も

う今年度は 2 カ月経過しましたがよろしくお願い

します。今日は千田ガバナーの露払いのような立

場で参りました。ガバナー補佐の役目は読んで字

の如くガバナーの補佐と同時に各クラブの支援、

サポートという役目もあります。ロータリーも

100 年を超えますと規約、組織も複雑になってき

ました。私もまだまだ勉強不足ですが、一生懸命

努力させていただきます。暑い日が続きます。オ

リンピックも熱い戦いを見せてくれました。オリ

ンピックは開始がロータリーとほぼ同じ 1900 年

頃です。同じ 100 年生同士頑張りましょう。

春日井ロータリークラブは創立 44 年を迎えら

れた伝統あるクラブです。名古屋からは近く、交

通の便が良く、春日井市は今では住宅地域が多く

なりました。人口も約 30 万人、大企業もありま

す。クラブにとって会員増強は大変だと考えます

がぜひ頑張ってください。また、地元への奉仕、

国際奉仕、新世代奉仕等奉仕活動においても立派

に行動されており、クラブの盛況は目を見張るも

のがあります。今年度もよろしくお願いします。

今年度の RI 会長は 3 人目の日本人の会長です。

方針、挨拶はクラブ計画書にも載っていますので

よくお読みください。今年は「奉仕を通じて平和

を」がテーマです。平和という言葉はロータリー

の手続要覧には明確に 2 か所に出てきます。ロー

タリーの綱領の 4 つ目の最後の言葉に「・・・と

平和を推進すること。」。もうひとつはロータリー

財団が援助している、ロータリー平和センターで

す。平和というと戦争が浮かんできます。国際的

な関係に用いられる事が多いようです。ロータリ

ーは「国法の順守」という大前提があり、国の法

律、行動には従わねばなりません。したがって戦

争に対する直接的な行動は無理ですが、戦争の原

因であろう、貧困・医療・教育などに協力、奉仕

すべきでしょう。ロータリーの奉仕の精神の目的、

向こうにあるものは平和ではないでしょうか。

100 年以上に亘り、奉仕の精神を唱えてきました

が、これからの目標はそのあたりにあるような気

がします。世界の、国の、地域の、民族の、宗教

の、家庭の平和は人類の目標であり、ロータリー

の目標でもあるのではないでしょうか。

今年度の IM は 2013 年 2 月 9 日（土）開催です。

テーマが平和です。国連に永く在席された、明石

康氏をお迎えします。ぜひご参加ください。オリ

ンピックは平和の祭典ですが、ロータリーは平和

の奉仕者となりたいものです。

今日はロータリーの組織の中でもあまり知られ

ていない委員会を御紹介します。

最初は拡大委員会で 2760 地区にロータリークラ



ブを開設する委員会です。現在、愛知県下全域の

テレトリーですが、計画中ですのでどうぞ会員を

ご紹介ください。女性会員が多いようですが現在

も会員募集中です。

危機管理委員会もあります。今世界で毎年約 25

万人の青少年がプログラムに参加しています。彼

らの安全を考え、肉体的・性的・あるいは精神的

な虐待を防止して、彼らの身の安全を守るために

作られたものです。東日本大震災の時にも青少年

をいち早く帰国させるなどの対応をされました。

ほかにもＩＴ委員会、ロータリー未来委員会等多

くの委員会が活動しています。

さて RI も地区においても今年もそのテーマを

掲げているのが会員増強です。世の中の経済状況

により企業数が減少しておりそれにつれロータリ

アンも減少していますが、その他にもいろいろな

要因があります。会員増強には外的にはクラブへ

の体験参加、奉仕活動のＰＲ、広報活動の充実で

す。内的には会の機構の強化、見直しです。退会

防止にはクラブ活動、奉仕活動の充実・強化です。

また出席率の向上、新入会員のサポートも必要な

ことです。最近では女性会員についても増強が求

められています。

5 大奉仕を充実、実行し、住民、地域に印象を

与える。そして広報活動を通じてロータリー活動、

奉仕を理解してもらう事が会員の増強、強いロー

タリークラブを創ることになると考えます。会員

も意識を高め、ロータリアンであることを意識し

て行動すべきで、まずどんなときでも胸に「バッ

チ」を付けましょう。これは広報だけではなく意

識の高揚にもなります。仲間意識も呼び起こしま

す。

ロータリーも機構の見直し、単純化そしてより

理解され易いロータリー、超高齢化社会の到来に

よる会員、役員の高齢化にも注意しなければいけ

ないなど問題は目白押しです。皆様のご発言、御

協力をお待ちしております。

第 2 回クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）議事録

日時：24 年 8 月 31日（金）１３：３０～

場所：ホテルプラザ勝川

出席者：小原 久和 ガバナー補佐

後藤 訓美 分区幹事

笹野 暢宏 地区スタッフ

○司会 志水ひろみ幹事

○会長挨拶 名畑 豊会長

春日井ロータリーを変えよう！

その為にも気持を変えよう。

○ガバナー補佐挨拶 小原 久和補佐

クラブ協議会に参加して私も勉強になります。

皆さんのご発言等を聞いてガバナーにも報告させ

てもらいます。よろしくお願いします。

報告事項 各委員会委員長

○クラブ奉仕 加藤 茂君

クラブを充実させる為には、内なる力を加えなけ

れば外への魅力ある会はつくれない。楽しいクラ

ブ作りを考えて行く。

○親睦活動 中島 宗幸君

よりいっそうの親睦を深める為、中身を深める。

家族会の宿泊での旅行等計画しております。

皆様の協力をお願いします。

○会場 蓮野 美廣君

若い方と先輩との会話を大事にしようと思ってい

る。レディーの方に相談しながら変えて行こうと

思っています。

○プログラム 大橋 完一君

10 月迄は決まっておりそれ以降は会長方針に従

い決めて行こうと思っております。

○出席 和田 了司君

何といってもクラブの活性化は出席率を高める事

出席率にこだわる。

休会者には皆で気づかい会長、幹事をサポートし

ていく。

そして他委員会と連絡を密にして楽しいクラブに

していきたい。

○クラブ会報・IT 加藤 久仁明君

対外的にも PR 出来るクラブ会報誌をつくって行

きたい。

○二コボックス 大畑 一久君

楽しく愉快な会話で、気持ち良い対応で受付をし、

皆様の協力を頂けるよう努めます。

○広報・雑誌・資料 北 健司君

一人でも多くの人に読んでいただけるよう充実し

たものをつくってゆきたい。

○会員増強 清水 勲君

一人が一名をモットーとしているクラブがありま

す。私は月に２人声を掛けるように心がけている。

増強活動はクラブ間で交流を図られている。それ

でビジネスにも役立っている。増強はなんといっ

ても会員一人一人の増強してゆく気持ちが大切で

ある。

○職業奉仕 近藤 太門君

中電さんの協力を頂き１０月２６日に中電メガソ

ーラー・武豊火力発電所の職場見学例会を予定し

てます。

○社会奉仕 伊藤 純君

１１月１１日社会福祉協議会主催の『福祉の集い』

において“サボテンの鉢植え事業で参加します。

○環境保全 早川 八郎君

ロータリー友愛の森を自分たちのできることで守

る。生きてる自分を守る、子供たちの未来を真剣

に考える事業である。皆で環境保全を考えよう。

○新世代 峠 テル子君

新世代奉仕を理解するために様々な行事に参加さ



せていただき、非常に活発に熱心に活動されてい

ることを勉強させていだだきました。

○国際奉仕 長谷川 英樹君

今年は姉妹２クラブとの交流及び４５周年記念事

業として２つの事業を計画している。

ひとつはフィリピンの小学校に水洗トイレを寄贈

する。もうひとつは有志の方での「セブ島あしな

がおじさん」形式で奨学金制度を立ち上げたい。

またリスボンの世界大会にたくさんの方の参加を

促進してゆきたい。

○ロータリー財団 松尾 隆徳君

クラブの寄付金の水準を平均以上維持できるよう

お願いしてゆきたい。ロータリーカードの協力を

お願いして行きたい。

○米山奨学 貴田 永克君

当クラブでは奨学生はいない。基金は減ってきて

いる。愛知は全国４番目以上の出資地区である。

現在満２９回の寄付者がいらっしゃいます。

○監査 梅田 英夫君

例年通り、一般及び特別会計が規則に則り適切に

処理されているかを監査してゆきたい。

《小原ガバナー補佐総括》

クラブ奉仕委員会 会の充実よろしくお願いしま

す。

親睦活動委員会 やわらかな親睦、各クラブに

よる特色のある事業をお願いします。

会場委員会 席をあらかじめ指定しておく若い

人たちに積極的に登用する

プログラム委員会 あと半年分ガンバって下さ

い

出席委員会 良い計画である

ニコボックス委員会 ニコボックスは非常に大

事であるいろいろ知恵を使ってガンバって下さい

クラブ会報・IT 委員会 IT を使えない人充分

な配慮が必要です住民の人にしっかり分かっても

らう PR をするそのような情報公開が必要である

広報・雑誌・資料委員会 ホームページの充実

が必要 E クラブの活用 IT化の流れが必要

会員増強委員会 会長の誠意 熱意が必要 無

理に入会させるより中身・質が大事である。ロー

タリアンらしい人を入会させる

職業奉仕委員会 なかなかわかりずらい部分も

ありますがもっとシンプルで行きたい

社会奉仕委員会 地域直結型のロータリー 地

域住民への奉仕が重要であり必要

新世代委員会 ガンバっていただきたい

環境保全委員会 地域密着型の奉仕・長く続け

てやってる事が市民にも理解されるこれからもガ

ンバって下さい

国際奉仕委員会 来年目指してガンバって下さ

い。

ロータリー財団委員会 ロータリー財団は非常

に重要でありこれからもガンバっていただきたい

米山記念奨学委員会 是非これからもガンバっ

ていただきたい。

小原ガバナー補佐から質問 提言

・ 米山記念奨学生選択のしかたについて

ガバナー補佐→選択基準、指定校についてもっと

考えなければならないのではないか

・ 地区の委員会の数 委員会の参加してくれる

人数はどうなのか？

名畑会長から数が多くて誰か 1 日 1 回ぐらいは参

加している会長挨拶だけでも相当時間がかかる。

やり方を変える事が必要

・ 地区で来年 2 月に IM をやるが IM について

はどうか

ガバナー補佐

今回は名前の紹介だけでその他いろいろ省いて

「平和に関するご意見」を聞いて終えその後ラン

チタイムを 12：00～13：30 迄 立食形式で満喫

してもらう予定、計画をしている。

ご協力の程 よろしくお願いします。

（森田 誠君新入会員挨拶）

（歓迎の言葉 情報委員長風岡保広君）



（会長挨拶）

（ガバナー補佐挨拶）

クラブ協議会風景

（クラブ協議会全体風景）


