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本日のプログラム

司会   大橋 省吾君

・点 鐘           近藤 太門君    

・ROTARY SONG  「日も風も星も」

・今月の歌      「風」 

・ビジター紹介        近藤 太門君    

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶

・卓話  愛知学院大学 文学部 

            教授 松園  斉氏 

・幹事報告          加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君

今月の歌 

風 

    人は誰も   ただ一人旅に出て 

    人は誰も   ふるさとを振りかえる 

    ちょっぴりさびしくて 振りかえっても 

    そこにはただ風が   吹いているだけ 

    人は誰も   人生につまづいて 

    人は誰も   夢やぶれ振りかえる 

先週の記録   

会長挨拶           近藤 太門君 

皆さんこんにちは、今日はガバナー補佐の公式訪

問です。鈴木文勝ガバナー補佐、地区副幹事の小

酒井比呂志さん、地区スタッフ上田和志さん、そ

して、分区幹事の中村明さん、分区副幹事水野満

義さんの皆さんにおいでいただき、例会の前にク

ラブの三役とエレクトの懇談会と言う事でお話を

させて頂き、ガバナー補佐よりいろいろとご指導

２０１７年９月２２「日（金）２３３９回（９月第４例会） 

とアドバイスをいただきありがとうございました。

例会のあとクラブ協議会で、各委員会に対しての

ご指導が頂けると思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。

幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

次週予告

９月２２日（金）卓話 愛知学院大学 文学部

教授 松園 斉 氏

◎例会変更のおしらせ

愛 知 長 久 手 ９月２６日（火）17:00～ 

Ｒ Ｃ 職場例会の為 名古屋画像診断クリニック 

名 古 屋 守 山 ９月２７日（水） 

Ｒ Ｃ 家族例会の為 大井川鐵道    

名 古 屋 葵 ９月２８日（木）８:００～ 

Ｒ Ｃ 家族例会の為  

名 古 屋 栄 １０月２日（月）１７：００～ 

Ｒ Ｃ 合同例会の為 名古屋観光ホテル  

◎例会休会のおしらせ

○名古屋空港ＲＣ   ９月２５日（月）休会    

○瀬戸ＲＣ      ９月２７日（水）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 54名 欠席18名 出席率66.6％ 

先々週の修正出席  欠席0名 出席率100％ 

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



ニコボックス報告 委員長  芝田 貴之君

○本日は宜しくお願いします。

ガバナー補佐  鈴木文勝君

分区幹事    中村 明君

分区副幹事   水野満義君

地区副幹事 小酒井比呂志君

地区スタッフ  上田和志君

○ガバナー補佐をお迎えする喜びで。

近藤太門君

○彼岸花が咲き始めました。鈴木文勝ガバナー

補佐、本日はありがとうございます。

早川八郎君

○ガバナー補佐、鈴木文勝君、ご苦労様です。

清水 勲君

○ガバナー補佐をお迎えして。

足立 治夫君  伊藤 正之君  梅村  守君     

小川  長君  岡本 博貴君  大橋 省吾君   

小柳出和文君  小野寺 誠君  加藤  茂君   

川瀨 冶通君  加藤久仁明君  加藤 宗生君 

近藤 秀樹君  下田 育雄君  社本 太郎君   

杤本 正樹君  速水 敬志君 馬々太刀雄君    

古屋 義夫君  名畑  豊君  中川  健君   

成瀬 浩康君 野田  勇君  野浪 正毅君   

松尾 隆徳君 屋嘉比良夫君  和田 了司君

山田 治君 貴田 永克君  宅間 秀順君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会一同

卓話      ガバナー補佐 鈴木 文勝君 

皆さま、こんにちは。近藤会長をはじめ、春日

井ロータリークラブの皆さまには、今年度、多大

なご支援ご協力を賜りますことを厚く御礼申し上

げます。今年度は、１１月４日にインターシティ

ミーティング（ＩＭ）が名鉄犬山ホテルにて開催

いたします。３連休のど真ん中の日程で大変申し

訳ございません。基調講演の講師の方との調整の

結果このような日程になってしまいましたが、何

卒よろしくお願い申し上げます。神野ガバナーか

らガバナー補佐訪問を各クラブ４回訪問してくだ

さいと要請がありました。その４回の内の１回は、

「ガバナー補佐公式訪問」として、事前懇談会と

例会卓話そしてクラブアセンブリーを持って欲し

いとのことです。いままでのガバナー補佐訪問が

今年は“公式”が付け加わりました。「ガバナー公

式訪問」と間違え易いかもしれませんがご理解を

お願いいたします。他の３回のガバナー補佐訪問

には“公式”は付きません。貴クラブにおかれま

しては、通常どおりの例会として進めていただい

て構いません。特別に挨拶などの時間を用意して

頂く必要はありませんが、こちらから数分用意し

て欲しいとお願いすることがあるかもしれません。

その折はご協力をよろしくお願いいたします。

さて、神野ガバナー年度がスタートいたしまし

た。新年度がスタートして、何かとあわただしく

気ぜわしい時期だとお察し申し上げます。今日は

例会の後に、クラブアセンブリーのお時間もご用

意頂いていると思います。長時間のお付き合いに

なりますが、良い時間を過ごさせて頂きたいと存

じます。言うまでもありませんがガバナー補佐は、

ガバナーとクラブをつなげるパイプ役ですが、も

う一方で、クラブの皆さまの色々なご意見を頂戴

して地区の運営にそして国際ロータリーの方向性

に役立てていくことも大切な役割ではないかと思

っております。卓話の途中でも、クラブアセンブ

リーの中でも構いません。ご質問、ご意見を頂戴

できれば幸いです。知識経験も未熟ではあります

が、お応えできるところはしっかりお応えしたい

と存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

今年度イアン.ライズリーＲＩ会長は、会長テーマ
に、Rotary : Making a difference ,ロータリー：
変化をもたらす とされました。そして、ロータ

リーは、「どのような団体」であるかより「何をし

ている団体」かが大切であり、奉仕を通じて、人

びとの人生に変化をもたらす、、、それがロータリ

ーであり、その変化をもたらすロータリーの一員

であることに、喜びと充実感をもてる人、それが

真のロータリアンであると説かれています。神野

ガバナーはＲＩ会長のテーマを受けて、地区方針

を「今日からのロータリーを楽しもう！」とされ

ました。そして、自ら行動しロータリー活動の意

義や楽しさを感じましょう。その活動により自ら

が変わり、周りを変えていく力になり、クラブが

輝き、クラブの発展につながると伝えられました。

 「１０年後２０年後も地区の輝きが持続可能で

ある」ためには、クラブが輝いていなければなり

ません。神野１．クラブ戦略委員会の設置  ２．

クラブと地区の行事へ積極的に参加３．周りへの

積極的な働きかけ ４．ロータリーファミリーと

の連携強化５．会員増強  の５つです。

“行動指針”は、昨日までと違うロータリーを楽

しむための実践項目であるとご理解ください。

ガバナーは、５つの行動指針を出されました。

行動指針のひとつめ、クラブ戦略委員会を是非設

置をして頂きたい。これがガバナーの今年度一番

お願いしたいことだと思います今年度ガバナー賞

受賞の条件として、まず “クラブ戦略委員会”

を設置していることが前提条件になっています。

会員数が純増３％以上達成していても、米山記念

奨学金寄付が条件を満たしていても、クラブ戦略

委員会が設置されていなければ、ガバナー賞の受

賞資格はありません。それほど、クラブ戦略委員

会を重要視されています。クラブ戦略委員会の目

的は、クラブの将来のありようを中期計画で策定

しようとするものです。



クラブは毎年、会長、幹事、委員長など組織が変

わりますね。その単年度制の良い点、悪い点があ

ります。世界的にも変化の激しい時代は、会社経

営のみならず、ロータリーも時代の変化への対応

が求められています。ロータリーが今後も輝き続

けるには、ロータリアンが輝き続けるには、立ち

止まって足元を見つめるタイミングが必要なので

はないでしょうか。我がクラブは今のままで良い

のか？ 我がクラブは輝いているのか？我がクラ

ブは、自分は、どのようにありたいのか、どのよ

うに輝くのかクラブ戦略委員会の設置が目的では

ありません。 クラブのビジョンをお考え下さい。

国際ロータリーは、２０１３－２０１４年度から

始まった「未来の夢計画」から大きく変化いたし

ました。「未来の夢計画」はロータリー財団の変革

であり、補助金制度の変革です。以前は、ロータ

リー財団は寄付ばかり募って、その使途が不明朗

だと言われた時代がありましたが、「未来の夢計

画」によって大変明確になりましたし、補助金が

大変使い易くなりました。「未来の夢計画」は、世

界のニーズをリサーチし、時代の変化に対応する

ために組まれた制度です。「未来の夢計画」は、

“選択と集中”です。世界にありとあらゆる問題

があることは容易に想像に出来ますね。その問題

すべてにロータリーが取り組むことは不可能です。

ロータリー財団の“選択と集中”は、重点６分野

です。①平和と紛争予防/紛争解決 ②疾病予防と
治療 ③水と衛生④母子の健康 ⑤基本的教育と

識字率向上 ⑥経済と地域社会の発展 の六つで

す。ロータリーは、この重点６分野の課題が解決

されたら次の分野を取組むことになると思います。

ポリオ撲滅 END POLIOは、目前まで来ていま
す。２０１７年１月から６月の半年間で、パキス

タンが２例、アフガニスタンが４例、ナイジェリ

アが０です。２０１６年１年間で、３７例発症が

ありましたが年々減少し、世界中からポリオが完

全に撲滅しようとしています。長年のロータリー

が取組んできた大変大きな功績となることでしょ

う。もうひとつ、２０１６年の規定審議会で大き

な変化がありました。規定審議会は３年に１回開

催されます。２０１６年の規定審議会は、大幅な

規定の見直しがなされました。その大幅な見直し

の目的は、クラブの裁量権の大幅な拡大を認め、

クラブの方向性を自ら決めることです。自分のク

ラブを見つめ直し、クラブの活動の質を見直す機

会とすることです。そして日本だけの視点だけで

は無く“世界の視点”で 、ひとつの世代の視点

では無くあらゆる世代の視点で、限られた職業の

視点では無くあらゆる職業の視点で、ロータリー

を見つめ直すことが求められています。これがロ

ータリーの多様性を認めることなのでしょう。

２ と ３ と ４ を飛ばして、５ の会員増

強です。いまは、拡大も重要ですので、拡大も追

加しました。会員減少は、世界各国で見るとどう

なのでしょうか？先進国（富裕国）での減少が著

しいと聞いています。日本も欧州も、ロータリー

発祥の国米国も減少しています。片方で発展途上

国は増加しているようです。これは私の勝手な感

想ですが、富める国のロータリーが貧しい国を支

援することが求められているとしたのなら、やは

り先進国のロータリー会員の増強が必要なのだと

思います。５つの行動指針の、２．クラブと地区

への積極的参加 に会員は是非積極的に参加し、

ロータリーを楽しんでください。３．ロータリー

クラブ以外の、地域コミュニティー、他の団体な

どとパートナーシップを育んでください。 ロー

タリーの認知度も高まります。４．ロータリーフ

ァミリーとの連携を強化しましょう。お願いする

ことばかりですが、My Rotarian の選任 および 
My Rotary への登録 をお願いいたします。また、
１０月１４日、１５日に久屋大通公園で開催され

るワールドフード+ふれ愛フェスタへのご協力ご
参加をお願いします。そして、イアンライズリー

ＲＩ会長が提唱する「一人一本の植樹」の取組み

もよろしくお願い致します。お願いだらけかもし

れませんが、神野ガバナーの願いは、各クラブが

輝いてもらいたい、奉仕を通じて、今日からのロ

ータリーを楽しんでもらいたいということです。

「奉仕を通じて ロータリー活動に 楽しみを見

出しましょう！」ご清聴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：2017年 9月 15日（金）13：30～14：30 
場所：ホテルプラザ勝川 ５F 若草
出席者：鈴木文勝 ガバナー補佐

    小酒井比呂志 地区副幹事

    上田 和志  地区スタッフ

    中村 明   分区幹事

    水野 満義  分区副幹事

司会：加藤宗生幹事

【会長挨拶 近藤太門会長】

不慣れですがクラブ計画書に沿って進めたいと思

いますのでよろしくお願いします。

【鈴木 文勝ガバナー補佐】

例会後のクラブ協議会にお付き合いいただきまし

てありがとうございます。

是非、皆様のご活躍を聞かせていただき、私共の

勉強にさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

〇クラブ奉仕委員会 加藤久仁明君

来年は時代の変化に合わせて組織を変化させてい

く。もともと 80名いた春日井のメンバーも 50名
前後になり委員会が多すぎることも見直していく。



〇社会奉仕委員会 成瀬浩康君

昨年中断していたサボテン事業を見直していきた

い。11月 11日春日井市のイベントでサボテンを
500 名に配る。名産のサボテンを配って対外的に
ロータリーをアピールしていこうと考えています。

RI 会長の方針にある 1 人一本の木を植える件で
本来は一人ひとりが植えるべきですが、そのイベ

ント時、苗木を 60 本用意して来場者にお配りし
てロータリーの木を育てていただきロータリーを

アピールしていこうと考えています。

〇会員増強委員会 成瀬浩康君

ここのところ沢山の退会者を出してしまいました

ので、もう一度 60 人台に達成するために若い力
を借りて新規開拓を進めていく。「ロータリーへ

ようこそ」の冊子を使って会員を増やしていくこ

とを考えています。退会者の防止のためにエレク

トが中心となり入会 3年未満を集めて勉強会を行
った。勉強後は懇親会も行い退会者防止とロータ

リーをよく知っていただくことが出来ました。

〇親睦活動委員会 大原泰昭君

奉仕活動の源と、家族を巻き込んだ親睦で今年は

特に会員同士の親睦を深めていきます。

一番親睦が出来るのは例会の場所なので、そんな

場づくりをしていきたいと思います。

〇出席委員会 梅村守君

感謝の意を表す表彰を行います。欠席した場合に

もメイキャップ方法を明確にし、100％例会を実
現できるようにします。出席率の算定を迅速に行

いデータの活用が出来るようにします。

〇ニコボックス委員会 杤本正樹君

例会参加者に気持ちよく参加してもらうことに努

めています。御協力いただいた皆様のコメントを

例会参加者と共に喜びを分かち合いたいと思いま

す。資金の使い道は議会で決めさせていただきま

す。

〇プログラム委員会 社本太郎君

例会に出席しよう、会員同士をよく知ろう、の方

針に基づいてプログラムしています。月に一度ぐ

らい企業紹介を入れていく。

〇SAA委員会 山田治君
ロータリアンとしての矜持が持てる例会にしてい

くよう、会長幹事と進めていきたいと思います。

〇会場委員会 大橋省吾君

格式のある例会づくりとアットホームなクラブに

する、会員同士の親睦が深められる例会になるよ

うに努めています。ゲストやビジターに気配りし、

快適に過ごしていただけるようにします。

〇クラブ会報・広報・IT委員会 古屋義夫君
公共へのイメージ向上とロータリアンのイメージ

向上に向けて会長とメンバーの力を借りて進めて

います。昨年からフェイスブックを使って情報の

拡散をしています。ホームページがあるのに活用

されていないためメールアドレスを聞いて配信す

る。

〇職業分類委員会 中川健君

カスタマイズした職業分類表を作っていきます。

会員増強委員会と連携して資料を作っていきます。

〇職業奉仕委員会 杤本正樹君

市民で活躍している方を表彰することと職場例会

を開催する。三好の刑務所に来年訪問しようと思

っている。何故刑務所なのかと言いますと、受刑

者が社会復帰後、社会的弱者としてその後どのよ

うになるかというお話を聞き、社会奉仕活動を考

えるきっかけになればいいと思います。

〇環境保全委員会 宅間秀順君

社会奉仕と連携してふれあい緑道の朝宮公園近く

200m ぐらいにロータリーの森に環境保護の目的
で県木を植えている。1人 1本の植樹を市に問い
合わせたところNGが出ましたので、ハナミズキ
の苗木の育て方を書いてお配りします。

〇青少年奉仕委員会 梅村守君

インターアクト年次大会を開催しました。報告書

も現在作成中です。インターアクトクラブへの支

援をしています。

〇米山奨学委員会 清水勲君

奨学生が例会に来ていただき各テーブルを回りメ

ンバーを知っていただく。10月 6日に卓話をお願
いしてある。先生ともアポイントはとっている。

1 年だけでなく夢の懸け橋になるような米山奨学
生を創っていきたい。

〇ロータリー財団 名畑豊君

グローバル補助金、地区補助金を利用し事業を行

うことが望ましいが、申請時期もわかりにくく、

そしてグローバル補助金を利用することは英語圏

の RCでもなかなか難しいものがある。春日井ロ
ータリークラブでも、セブの学校にトイレを寄付

したときに補助金の利用を試みたが、結局のとこ

ろ活用できませんでした。

〇会計 近藤秀樹君

ニコボックスは本会計とは別です。特別会計扱い

で周年などに使われます。

【鈴木文勝ガバナー補佐 質問感想】

〇クラブ奉仕委員会

クラブを柔軟に変化させていこうと考えられてい

て素晴らしい。

〇社会奉仕委員会

苗木ありがとうございます。何の苗木ですか？

ハナミズキ

是非よろしくお願いします。

〇会員増強委員会

職業分類の規定の中に同一職種は 5人以内とロー
タリーの特色として明確に記述があります。どん

な職種の人がいいのか職業分類表をつくって見て

みると良いと思います。



〇親睦活動委員会 

忙しく、予算も大きく、親睦を深める重要な役割

です。今年の特徴的なことはありますか？

支えてくれる家族が良かったなと言っていただけ

る事業を行う。

〇出席委員会 

メイキャップの方法を明確にすることはいいと思

います。

〇ニコボックス委員会 

有効に使っていただきたいと思います。

〇プログラム委員会 

充実したプログラムを作っていただきたいと思い

ます。

〇SAA委員会 
矜持が持てる例会づくりはいいと思います。

〇会場委員会 

丁度いい大きさの会場でバランスよく行われてい

ます。

〇クラブ会報・広報・IT委員会 
公共のイメージ向上に向けて頑張ってください。

my ロータリーへの積極的な登録を進めていただ
きたいです。

〇職業分類委員会 

クラブ計画書の通り進めていただきたいです。

〇職業奉仕委員会 

三好刑務所に行かれるという事で、ロータリーに

は高潔性に磨きをかけることが必要ですのでいい

機会だと思います。実りある視察になるよう期待

しています。

〇環境保全委員会 

植樹も植えっぱなしで面倒見ないのは良くないの

で、ハナミズキを各家庭で育てていただくのはい

いと思います。

〇青少年奉仕委員会 

グローバル補助金を使うのはハードルが高いです。

日本だけでなく海外のクラブと協力して 3年ぐら
い継続的に行ない、報告書も作らなければいけな

い。責任があり大変ですけど調査研究を進めてい

ただきたい。

〇米山奨学委員会 

日本と海外との懸け橋になっていくといい。先生

とのアポイントも重要

〇ロータリー財団

グローバル補助金難しいが 3～5 万ドルの事業が
いいと思う。積極的に利用して下し。

〇会計 

ニコボックスはありがとうございました。

【鈴木文勝ガバナー補佐 総括】

各委員会の委員長より報告をいただき勉強させて

いただきました。姉妹提携、友好提携を積極的に

されていて素晴らしいです。是非補助金事業を使

われて、どんどんやっていただければと思います。

今日は長時間ありがとうございました。

【小酒井 比呂志 地区幹事 総括】

来年 6月に世界大会がカナダのトロントでありま
す。トロントのロータリークラブはナイアガラの

滝のすぐそばでとても良いところです。是非皆様

もご参加をよろしくお願いします。

あと、クラブ計画書の細則の改定年月日を記載し

ていただきたいと思います。

〇その他

次回開催：第 3回クラブ協議会は 11月 2日（木）
13：30より行います。

ガバナー補佐との懇談会

会長あいさつ 



卓話 ガバナー補佐 鈴木 文勝君 第２回クラブ協議会風景


