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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    会 場 委 員 会 

・点 鐘      会長   川瀬  治通君 

・ROTARY SONG       「四つのテスト」 

・今月の歌     「我は海の子」 

・ビジター紹介   会長   川瀬  治通君 

2018-19年度地区大会実行委員 永川  貴士君

 2018-19年度地区大会副幹事  大町  敏之君 

  中部大学春日丘高校IAC顧問 松本  誠太様 

 中部大学春日丘高校     上村  菜摘様        

     〃         村上  奈緒子様 

     〃         酒井   智広様 

     〃         岡本  理奈様 

有限会社芳村商店      芳村   暢昭様 

・地区大会ＰＲ        永川   貴士君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・卓話 中部大学春日丘ＩＡＣ 松本 誠太様他     

・幹事報告          幹事      古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

今月の歌 

      「我は海の子」 

我は海の子   白浪の 

さわぐいそべの 松原に 

煙たなびく   とまやこそ 

わがなつかしき 住家なれ 

 先週の記録  

会長挨拶 会長 川瀬 治通君 

「ロータリーと歌唱」 

春日井ロータリークラブの例会に、「ロータリ

ーソング」と「今月の歌」は欠かせないものにな

っています。「例会で歌を歌いなさい」とは定款に 

２０１８年８月２４日（金）２３７７回（８月第３例会）

も細則第15条の「議事の順序」にも書いてありま 

せん。そこで、例会と歌について調べてみました。 

例会で歌を歌うことを始めたのはシカゴ・ロータ

リークラブのハリー・ラグルスという人です。ご

存知のようにロータリークラブはポール・ハリス

ら４人が集まり始まったのですが、その次に入っ

たのがハリー・ラグルスです。ロータリー誕生か

ら2年目、ポール・ハリスがシカゴ・クラブの会

長になった頃、親睦派と奉仕派の意見が対立した

ため、クラブ内が荒れ、出席率も低下するという

事態に陥りました。親睦委員長のウィリアム・ネ

フはハリー・ラグルスに「このままではクラブは

崩壊する。君が毎週立ち上がり、楽しく歌ってこ

の危機を救ってくれ。」と懇願しました。そこでラ

グルスは、例会で当時流行っていた歌を歌い始め

ました。それ以降、クラブの団欒がよみがえり、

例会での歌唱はシカゴ・クラブの伝統になりまし

た。ポール・ハリスは著書の中で『歌うことの効

用』について「1 友愛を広める、2 気分の発散

になる、3 音楽に関心を持つ、4 歌のことが会

員の話題になる」と述べています。日本ではどう

でしょう。1920年（大正9年）創立の東京ロータ

リークラブでは、当初アメリカのロータリーソン

グを英語のまま歌っていたようです。やがて日本

語によるロータリーソングを求める声が高まり、

1935 年（昭和 10 年）京都における地区年次大会

において日本語のロータリーソングのコンテスト

が開催されました。その時の入選作には、今でも

歌われている「奉仕の理想」「我等の生業」があり

ます。その後、1951 年（昭和 26 年）に「手に手

つないで」、1953年（昭和28年）には「それでこ

そロータリー」が誕生しています。現在私たちが

歌っているロータリーソングには有名な音楽家が



かかわっているものもあります。「日も風も星も」

は東京世田谷ロータリークラブの古関裕而君の作

曲、「それでこそロータリー」「手に手つないで」

は東京西ロータリークラブの藤山一郎君の編曲で

す。さて、春日井ロータリークラブの例会での歌

唱は、いつどのように始まったのでしょうか。周

年誌を紐解いてみました。1973 年-1974 年（昭和

48年-昭和 49年）第 5代会長梅田隆明君の文章の

中の次のような記述を見つけました。「創立 5 年

目を迎え、会員皆様のご尽力により、年とともに

内容も整ってまいりました。例会をはじめ、クラ

ブ運営などについても雰囲気を和らげ、より楽し

いロータリーにしたいと思い、早川八郎幹事の熱

心な提言もあって、創立 5周年記念事業の一つと

して商工会議所にエレクトーンを寄贈することに

しました。「せっかくエレクトーン演奏を入れた

のだから、ロータリーソングの他に毎月歌を決め

て昔懐かしい唱歌でも歌っては」と私が強く言い

張ったのを思い出します。それ以来、その月の歌

を決め今でも例会ごとに、幼い時代に帰った気持

ちで昔懐かしい歌を歌っております。」と書かれて

おり、春日井ロータリークラブでの歌唱は創立 5

年目から始まったことが分かりました。例会での

歌唱はアメリカだけではなく世界中の多くのクラ

ブに広がり、国際協議会でも本会議が始まる前に

各国で親しまれている歌を全員で歌うそうです。

ロータリーソングだけではなく、子供の頃に歌っ

た歌や私達が日頃慣れ親しんだ歌を歌う春日井ロ

ータリークラブの慣例は、クラブ親睦の出発点で

あり、他のクラブに対して誇ることができるもの

と思います。 

幹事所感         幹事  古屋 義夫君 

2018 年 8 月 10 日、その日の出来事を列挙すると

….①ガバナー補佐との懇談会開催②8月第 2例会

の開催③クラブ協議会の開催④12RC 会長幹事会

in 犬山参加。このスケジュールに参加するだけで

もかなり厳しいのですが準備まで含めるとけっこ

う膨大な時間と労力が必要となります。幹事をや

らせていただいて 2 ヶ月弱経過し気がついたこと

……もしかしたら幹事の職責は神や仏さまが怠

惰な私に課した「修練の場」であるかも知れない

かも？と思うことであります。私は何もできない

頼りない幹事ですが、同じ時間を費やしてロータ

リー活動をするならば、この歴史と伝統のある、

愛すべき春日井 RC を更に楽しくて意義のある、

地域の皆様に愛され尊敬されるような団体になる

よう皆様と共に努力をいたし頑張ってまいりたい

と考えております。何卒ご指導ご協力を賜ります

よう切にお願い申し上げます。

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  31 日 岡本 博貴君 

夫人誕生日 

  3 日 小柳出 和文君・恵梨香さん 

 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 

44 ヶ年   貴田   永克君    

加藤   茂君 

11 ヶ年  峠   テル子君 

4ヶ年   大橋  省吾君 

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 城 北 8月 28日(火) 同日 

Ｒ Ｃ 地区補助金事業の為 名古屋城  

西 尾 8月２8日(火)→8月２９日（水）１２：３０～ 

Ｒ Ｃ ガバナー訪問の為ホテルクラウンパレス知立 

名 古 屋 み な と 8月 31 日(金) 

Ｒ Ｃ 家族の集いの為  

◎例会休会のお知らせ

尾張旭ＲＣ      ８月３１日（金）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君

会員 53名 欠席 22名 出席率 58.4%

先々週の修正出席  欠席 5 名 出席率 90.5% 

ニコボックス報告   委員長   藤川 誠二君 

〇本日は宜しくお願いします。    

ガバナー補佐事務所 

小牧 RC 長尾 秀義君  山本 邦夫君 

〇加藤ガバナー補佐をお迎えした びで。

 川瀬 治通君 古屋 義夫君 足立 治夫君  

稲垣 勝彦君  梅村  守君 小川  長君  

小柳出和文君  北  健司君 貴田 永克君  

近藤  茂君  近藤 太門君   加藤 宗生君 

 芝田 貴之君  清水  勲君 社本 太郎君  

下田 育雄君   宅間 秀順君 杤本 正樹君  

内藤 修久君  西尾 隆吏君 速水 敬志君  

早川 八郎君  場々大刀雄君  藤川 誠二君 

 三上  努君  松尾 隆徳君 屋嘉比良夫君  

和田 了司君 

〇久しぶりに明日東京の孫に会えます。

山田  治君 



〇夏バテ気味です。                         

青山 博徳君 

講話     ガバナー補佐 加藤 久仁明君 

2018－2019年度RI第2760地区の村井總一郎ガバ

ナーの地区活動方針をお伝えに参りました。本年

度の RI会長は、バハマ出身のバリー・ラシン氏で

す。彼の RI会長テーマは、BE THE INSPIRATIONN

（インスピレーションになろう）です。インスピ

レーションを直訳すると、第六感やひらめきです

が、他に『鼓舞する』『刺激する』と言う意味があ

り、当地区ではこれを使い、インスピレーション

を（何々する）人になろうと読み替えます。さあ

皆さん今年一年、一人一人が私は（何々する）人

に成ろうとの目標を作りそれに向けて進んで下さ

い。『あなたの街でロータリーを！あなたの街か

らロータリーを！』が地区活動方針のテーマで、

サブテーマ「ロータリーの奉仕の理念を学び、奉

仕の実践をしよう」です。村井ガバナーは長年、

地区の職業奉仕委員長を務められ、その集大成の

テーマがこれと聞いています。自クラブ、他のク

ラブの例会に出席して奉仕の理念を学び、あなた

の街から奉仕の実践を示しましょう。ガバナーは、

他のクラブの例会に出席せず、ネット等でのメー

キャップに憂いています。そこで、地区は入会 3

年未満のメンバーが他クラブの例会に出席すれば、

ビジターフィを補助するシステムを今年に限り作

りました。他クラブの例会に出席して、他クラブ

の良い所を学びましょう。「分区内交流を活発に

しましょう」。ガバナー訪問の組合せも親子兄弟を

変えて違う組み合わせにしました。これも分区内

交流を活発に進める一環です。招待クラブは年が

明けたらホストクラブを招待して交流を活発にし

て下さい。又、卓話者交換をして下さい。卓話者

リストは、各クラブに配布してあります。「工夫し

た例会を開催しょう」 笑いのある例会や、心に

残る入会セレモニー、ロータリーソングの 2番・3

番を歌ってみましょう。今迄にない例会を企画し

てみましょう。他クラブの例会に出るとヒントに

成る事がたくさん有ります。「WFF に参加してポ

リオ撲滅に協力下さい」「ポリオ撲滅の例会を行

って下さい」「ロータリーデーを行い市民に PRし

てロータリーへの関心を高め、会員を増やしまし

ょう」My ROTARY の登録率を上げ、ロータリー賞、

ガバナー特別賞に挑戦しましょう。最後に、貴ク

ラブが、素晴らしいロータリー活動の一年を過ご

される事を祈念致します。そして、みんなでハン

ブルグの国際大会（2019 年 6月 1日～5日）にハ

ンバーグを食べに行きましょう。 

第２回クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）議事録

日時 2018 年 8月 10日（金） 13：30～15：00 

場所 ホテルプラザ勝川 2階 さくら 

出席者 加藤久仁明 ガバナー補佐 

    縣  政行 地区副幹事 

岩瀬  清 地区スタッフ成瀬 浩康 分区幹事 

大原 泰昭 分区副幹事 理事、役員、各委員会

委員長 

オブザーバー出席 

稲垣勝彦・友松英樹・三上努・内藤修久 

司会 古屋 義夫幹事 

只今より加藤ガナバー補佐をお迎えして第２回ク

ラブ協議会を開催します。川瀬会長ご挨拶をお願

い致します。 

「川瀬治通会長」 

今日は加藤ガバナー補佐に講話を頂き有難う御座

います。ここからは各委員長に今年度の活動方針

を発表頂き、加藤ガバナー補佐より色々とアドバ

イスを頂き、よく聴いて委員会活動につなげて頂

きたいと思います。 

それでは加藤ガバナー補佐、縣地区副幹事宜しく

お願いします。 

「加藤ガバナー補佐」 

皆様お疲れ様でございます、皆様の「クラブ計画

書」は事前に読まさせて頂いて居りますので、時

間にも限りが御座います。各委員長の思うところ

の要点をご説明いただければ幸いです。 

「縣 地区副幹事」 

豊橋ＲＣの縣です。今年は 50周年と言うことで、

春日井さんに置かれましては沢山の行事でお忙し

いとは思いますが、地区副幹事の立場としては村

井ガバナーの指針に沿って一年間盛り上げて頂き

たいと存じます。 

岩瀬 地区スタッフ  

今日は春日井ＲＣのクラブ協議会に参加させて頂

き有難う御座います。私どももしっかり勉強させ

て頂きたいと存じます。 

成瀬 分区幹事  

スムーズな展開に皆さまご協力をお願いします。 

大原 分区副幹事 

皆様 宜しくお願いします。 

古屋幹事 

では、各委員長さんから順次発表をお願いします。 

社本クラブ奉仕委員長 

50 周年の実行委員長も兼ねて居りますのでクラ

ブ奉仕が担当致します各委員会の皆さんとスムー

ズな運営と楽しい例会運営に努めたいと思ってい

ます。 

宅間会場（ＳＡＡ）委員長 

フレキシブルな会場運営とホテル側との折衝によ

り料理内容に予算内でバリエーションを加えて運

営して行きたい、ＲＣの唄も 1番だけでなく変化

を加えたい。 

「加藤ガバナー補佐」 

村井ガバナーの方針でもあり歌詞カードも他クラ



ブに良きものがあるので、活用すること、またビ

ジターの多い時には食事メニューも工夫をして下

さい。 

小柳出出席委員長 

本年よりネームプレートを活用した出退出システ

ムの導入に踏み切りました。今後はデータ化を含

め会員の出席率向上に向け努力して行きたい。 

「加藤ガバナー補佐」 

分区内の交流を図る為に積極的に他クラブの例会

に出席して頂くようクラブ内で工夫をこらして下

さい。 

「縣地区副幹事」 

今日の料理は堪能しました、食事は例会の楽しみ

でも有ります工夫を凝らして下さい、また出席シ

ステムも斬新で中途退室など課題も在るでしょう

が定着するよう委員会で改善を加えて下さい 

藤川ニコボックス委員長 

会員の「喜びの共有」は大切だと思う、受付コミ

ュニケーションの大切さ、お金を預かる大切さ、

ニコの言葉を伝える大切さ この総ての大切さに

留意して進めて行きたい。またニコに入れる場合、

卓話者に寄贈する場合など、その趣旨を伝えるこ

とも大切だと思い委員会運営を行って行きたい 

「加藤ガバナー補佐」 

ニコにはルールは無いが、金婚式、叙勲、褒章な

ど一定の金額ラインを決めて頂く方も出す方もス

マートに行っているクラブもある、一度調べてみ

るもの良いと思う、 

杤本プログラム委員長 

「出た良かった！」と思える例会を心掛けたい、

皆さんの協力で年末までの例会は総て固まった。

また今年はガバナー補佐を輩出しているクラブと

して加藤ガバナー補佐よりフィードバックも頂き

たい。分区内での卓話講師の交換もタイミングを

合わせて実施したい。 

「加藤ガバナー補佐」 

テーマを決めての講師依頼や分区内での卓話交換

実現はいつでも可能です。他クラブから情報を集

め、座禅例会・早朝例会・月見例会などバリエー

ションが豊富です、相互訪問も踏まえいろいろと

考えて下さい。 

「縣地区副幹事」 

親睦会や趣味の会などは有りますか？私共豊橋の

クラブでは 5クラブ合同で趣味の会などあります。 

北会長エレクト 

以前は囲碁や謡曲など在りましたが、今はゴルフ

やカラオケ、そしてとりわけ写真部の活動が活発

です、メンバーの百貨店の催事場を貸して頂き、

市長もお見えになる展示会を今年で１６回の開催

を数えます。 

松尾会員増強委員長 

年齢的なギャップがあり、若いメンバーに頼る部

分が多いが、新入会員は古いメンバーから敢えて

ＲＣの在り方を学んで欲しいと思っています、誰

でもいいではなく、「地域で活躍するメンバーが

イコールＲＣメンバーたれ！」との気概を持って

資質の向上を目指す必要がある、 

「加藤ガバナー補佐」 

まったく同感です工夫を凝らし他クラブの成功例

を参考に会員増強に努めて下さい。また各クラブ

が会員減少の問題を抱える中、春日井ではまだ、

親子会員や上場企業の企業会員の発掘など親会社

な了解を取りながら進める余地はまだあると感じ

て居ます。 

加藤ロータリー情報委員会 

Ｅクラブの存在がありメイキャップの考え方をク

ラブ内で今一度整理しなければならないと思って

います。費用も含め手続き方法などＥクラブの規

約を読み取り、自クラブとの祖語の無いよう進め

る為にも、春日井ＲＣでの運用方法、方針を理事

会などで定めて頂きたいと思います。 

青山副幹事（会報・広報・ＩＴ・公共イメージ委員長） 

判り易い会報・家族の方にも活動内容を理解して

頂ける会報を心掛けて進めて行きたいと思ってい

ます。 

本年副幹事を拝命すると同時に公共イメージ委員

会・ＲＣ５０数年委員会にも関わり地区補助金を

頂き１１月１７日に「多文化共生・今日は一日ロ

ーターリーデー」を市政７５周年の冠で警察・消

防・国際交流センターなどと企画し、春日井での

ＲＣの公共イメージの向上にも努めて行くつもり

です。 

「加藤ガバナー補佐」 

マイロータリーの登録を広報委員会ＩＴ関連委員

会で必ず行って欲しい、また資料委員会・戦略委

員会を組織し過去の記録を残すことで次世代のＲ

Ｃ活動の充実につなげる動きをしているクラブも

あります。５０周年を迎えるにあたり各委員長が

1 年の記録をシッカリ残し報告会の開催やウイー

クリーに掲載するなど、過去・現在・未来につな

げる活動をお願いします。 

「縣地区副幹事」 

地区補助金事業「多文化共生イベント」興味深く

聴きました。私どもの豊橋市は 37万人の人口の内

2 万人の外国人が暮らしていますので、不可欠な

問題です。次年度は市主催となり継続的な事業に

なると伺いましたが、是非 11月 17日の春日井ロ

ータリーデーには参加させて頂きたいと思います。 

北会長エレクト 

戦略的な活動方針をＲＣとして持つことは大切だ

と思っています。本年度の多文化共生イベントも

次年度は市主催となりますが、ＲＣとして「地域

に根差した国際奉仕」として海外に目を向けるだ

けではなく、春日井での国際奉仕として継続でき



る事案だと感じて居ます。 

「加藤ガバナー補佐」 

今年の村井ガバナーの方針も、ともすれば海外へ

の奉仕と言う目を持つ昨今の流れの中で、自らの

生業を基に「職業奉仕」の考え方を大切にしたい

との想いを強くお持ちです。北エレクトの「地域

に根差した奉仕活動」もそれに沿った考え方だと

思いますので、次年度の事業計画に活かして頂き

たいと思います。 

成瀬ロータリー財団委員会 

今年度 50 周年を迎える春日井ＲＣにあってそれ

に相応しい内容を、と思っています。個人的の大

口寄付者を春日井ＲＣからお願いすると共にポリ

オに対する取り組みも 30 ドルの指針が出て居る

ので、米山奨学生も併せ活動の伴う寄付を募って

参ります。 

「加藤ガバナー補佐」 

クラブの年間予算計画の中で財団への寄付も予め

計上することも大切で、大口寄付者への取り組み

も努力して頂きたい、また会長・幹事など役職者

はその役割を踏まえクラブとして寄付の規定を内

規の様なものを作って「寄付文化」を育てるクラ

ブ風土を持つところもあります。春日井でも参考

にしてみて下さい。 

日比社会奉仕委員長 

先週に新しい試みでディスカッションを取り入れ

た卓話を実施しました、貧困層の子供たちの支援

の為の「こども食堂」の御話でしたが、ＲＣらし

い、ＲＣの奉仕・社会奉仕とは・・と色々考える

機会を得ることが出来た。今後も地域に密着した

社会奉仕活動を展開して行きたい。 

梅村青少年奉仕委員長 

先週にＩＡＣ年次大会を済ませ春日丘高校のＩＡ

Ｃの活動を見守って来た、会員に理解を深めるた

めに、今年度のＩＡＣやガールスカウトの活動内

容を例会卓話の場で御披露頂く予定です。また 11

月のロータリーデーには春日丘のＩＡＣのメンバ

ーにお手伝い頂き、多文化共生を学んで頂く場と

します。 

「加藤ガバナー補佐」 

職業奉仕委員長は不在でしたが、地区の方針とＲ

Ｉの方針の中で、「職業奉仕」の立ち位置が「社会

奉仕」「国際奉仕」の中に組み込まれる危機もささ

やかれるが、職業奉仕はＲＣならではの「概念」

でありますので、必ずやその理念が必要とされる

時が来ると思います。国際奉仕委員長は不在です

が、グローバル補助金の申請の大きなチャンスが

来ています。春日井は東港やセブ、ケローナなど

姉妹ＲＣを持ち立ち位置として有利な立場にある

この時期に是非、姉妹ＲＣと連携を持ち、手を挙

げて頂きたいと思います。その折には担当ガバナ

ー補佐として支援を惜しみません。社会奉仕委員

会はやはり地域に密着した活動を基に考えて頂き、

日々委員長が地域で見過ごされている問題を掘り

起こして頂き、活動を重ねて頂きたい、また他ク

ラブでの市・教育委員会などとの連携事業も多々

あるので、参考にして欲しい。 

成瀬分区幹事 

青少年奉仕委員会は提唱ＲＣとしての春日丘ＩＡ

Ｃとの関係は密接な関係で有りますので、他クラ

ブとの調整は会長幹事と連絡を取りながら進めて

頂きたいと思います、ライラセミナーに関しても、

ガールスカウトとの連携を密にして希望者が行け

るように、他クラブとの調整をお願いします。 

「ガバナー補佐総括」 

今日はお疲れ様でした。自らのクラブでも在りま

したので、個々に深い話まで出来て有意義な時間

でした。今日の協議会の内容とクラブ計画書に則

って進めて頂ければ、必ずや良き結果の出る一年

になると思います。私自身 各クラブを廻らせて

頂いて、いろいろな気づきも頂いています、12月

には、そのフィードバックの意味も込め、卓話を

させて頂く予定です。その折にはまた皆さんに参

考となるお話をさせて頂けると思います。今日は

長時間に亘り有難う御座いました。 

15 時 13分終了 

会長挨拶 川瀬 治通君 

小牧ＲＣ 長尾会長 山本幹事 
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