
 

経済と地域社会の発展月間・米山月間 

例

会

予

定 

10 月 30 日（金） 11 月 6 日（金）  11 月 13 日（金） 11 月 20 日（金） 

卓話 地区米山記念奨学委員 第 5 回理事会 11：15～ 卓話 北   健司君 祝福  

武山 卓史君  （ZOOM） 入会式 岩村 幸正君 地区大会 PR 訪問 

  夜間例会 18：30～   卓話 長谷川智幸君 

  黒潮   林田 健児君 

 

 

本日のプログラム 

司会 会場委員会 

・点鐘 会長 和田 了司君 

・ROTARY SONG 「四つのテスト」 

・今月の歌 「案山子」 

・ビジター紹介 会長 和田 了司君 

小牧ロータリークラブ 会長 三輪 憲一君 

 小牧ロータリークラブ 幹事 社本寿美男君 

・委員会報告   

・ベネファクター認証式   

・祝福   

・卓話  水谷 高広君 

  川瀬 治通君 

・幹事報告 幹事 杤本 正樹君 

・点鐘 会長 和田 了司君 

今月の歌 

「案山子」 

山田の中の  一本足の案山子 

天気のよいのに  蓑笠着けて 

朝から晩まで  ただ立ち通し 

歩けないのか  山田の案山子 

 

今月の祝福 

会員誕生日 

10 日 下田 育雄君 

15 日  林田 健児君 

17 日 足立 治夫君 

結婚記念日 

4 日 野間 峰彦君   18日 伊藤 正之君 

9 日 松尾 隆徳君    18日  社本  太郎君 

10 日 水谷 高広君      25日 大西 信之君 

16 日 友松 英樹君       

 

 

２０２０年１０月２３日（金）２４５６回（１０月第３例会） 

 

夫人誕生日 

6日 清水  勲君・政子さん 

16日 梅村  守君・亜希子さん 

23日 日比 雄将君・有美さん 

30日 加藤 宗生君・典子さん 

 

先週の記録 

 

会長挨拶           会長 和田 了司君 

本日の例会は名古屋空港ロータリークラブ、名古屋

城北ロータリークラブとの３ロータリークラブ合同

でのガバナー公式訪問例会です。１００年に１度と

思われるコロナ禍の影響が懸念されておりましたが、

生の岡部ガバナー、伊藤地区幹事をお迎えできるこ

ととなりました。ロータリークラブへの公式訪問は

DVDではなく顔と顔を向き合わせての訪問をしたい

という岡部ガバナーのこだわりで実現できたことと

思います。ガバナー公式訪問は 12月半ばまで続くそ

うです。私が岡部ガバナーとお話しできたのは今日

が初めてです。だから今日が待ち遠しかったです。

多くの会員も同じ思いであったと存じます。 

ソーシャルディスタンスを確保しながら１００人

近い例会を準備して頂いた名古屋空港ロータリーク

ラブの皆様に感謝いたします。｢今年度は計画してい

ても出来ないことは出来ない。出来ることはどんど

んやる。｣と、例会前の懇談会で岡部ガバナーがおっ

しゃっていましたが、まさにその通りと思います。 

クラブ計画書で書かれている行事計画にとらわれ

ることなく、今できることを念頭に活動内容を検討

しながら進めていく必要があると思いました。 

 



 

 

幹事報告         幹事  杤本 正樹君 

◎川瀬治通君がロータリー財団ベネファクターに認

証されました。 

◎10/9 地区危機管理セミナーがZoomにて開催され

幹事が参加しました。 

◎10/12 春日丘 IAC協議会が 3RC（主幹名古屋城北

RC）で開催され以下の事項を協議しました。 

協議事項 1. 春日丘IACの活動報告及び収支決算報

告のあり方について 

     2. 本年度春日丘IACへの活動助成金につ

いて 

     3. 春日丘 IACの 3RC例会訪問のありかた

について 

 

出席報告        委員長   友松 英樹君 

会員 56名 出席 26名 出席率 46.4% 

先々週の修正出席 出席 56名 出席率 100% 

 

ニコボックス報告     委員長     岡本  博貴君 

○本日は生の岡部ガバナーにお会いで
きます。 

和田 了司君 

〇本物のガバナーにお会いすることが
出来ました。 

杤本 正樹君 

○ガバナーの話を楽しみにしていま
す。 

宅間 秀順君 

〇名古屋空港ＲＣお世話になります。 大原 泰昭君 
○久々の名古屋ですホストＲＣに感謝 青山 博徳君 
○ガバナー公式訪問に参加できる喜びで 
大西 信之君 岡本 博貴君 小川   長君 
加藤 宗生君 川瀬 治通君 清水  勲君 
下田 育雄君 峠 テル子君 内藤 修久君 
中川  健君 成瀬 浩康君 西村 輝幸君 
廣瀬 清司君 古屋 義夫君 松尾 隆徳君 

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 

 

ガバナー公式訪問 3RC 合同例会  

 

歓迎挨拶 

名古屋城北ロータリークラブ 会長 服部 智謙君 

本日の春日井クラブ、名古屋空港クラブ、名古屋城

北クラブの 3RC合同ガバナー公式訪問例会に、岡部

務(字変換できず)ガバナー、伊藤満琉地区幹事をお

迎えして盛大に開催できますこと、ありがたく存じ

上げますとともに、心より歓迎申し上げます。すで

にご承知のこととは存じますが、春日井クラブさん

がスポンサーで設立したのが、名古屋空港クラブさ

んで、名古屋空港クラブさんがスポンサーで設立し

たのが、名古屋城北という親子三代の 3RCであり、

その縁により現在も春日丘高校 IACを共同提唱して

おり、毎年 5月頃に定例的に輪番制で 3RC新旧役員

理事懇親会を開催するなど、東尾張分区内でも特に

近しいお付き合いをしているクラブです。本年初頭

からのコロナ禍により、岡部年度の実質的スタート

となる PETSや、地区研修協議会も、DVD等の配布に

よるも、会議そのものは中止となる中、本日、直接

ガバナーのご尊顔を拝しお話を受け賜わることがで

きますこと、会員一同の喜びとするところです。限

られた時間ではありますが、よろしくご指導賜りま

すようお願い申し上げ、歓迎の挨拶とさせていただ

きます。 

 

会長挨拶 

名古屋空港ロータリークラブ 会長 原田 好展君 

皆さん今日は。 

本日は、岡部務ガバナー、伊藤 満琉地区幹事をお

迎えして、春日井 RC、名古屋城北 RC、名古屋空港 RC

の 3 つのロータリークラブ合同のガバナー公式訪問

例会となります。心より歓迎させていただきます。 

岡部ガバナーには後ほど卓話を頂戴致したいと思

います。よろしくお願い致します。 

今年度の地区方針は、『「行動するロータリアン！世

界で何か良いことをしよう、TOGETHER！」-ロータリ

ークラブの奉仕が、世界の平和につながってゆきま

す-』です。 

日本のロータリー100 周年という記念すべき年に、

クラブでも大きく奉仕活動を推進し、世界の平和に

つなげ、仲間を増やしていこうと呼び掛けています。 

これをうけまして、クラブテーマは「会員の個性と

想いで、我がクラブを盛り上げていこう！」という

趣旨で、-支えよう「我がクラブ」-とさせて頂きま

した。クラブ戦略委員会を立ち上げ、50周年に向け

クラブの未来像について、会員から多くのご意見を

頂きました。会員数が 60名、国際性、活動的、柔軟

性、変革等の意見をまとめて、多様性のある人材 60

人のクラブを目指す「ダイバーシティー60」がビジ

ョン声明の候補にあがっています。 

またうちのクラブは４つの海外ロータリークラブ

と姉妹提携をしております。 

そのひとつが、香港のクーロンウエストロータリー

クラブです。45周年記念式典には 22名参加をして頂

きました。毎年会長交代式に参加して親睦を計って

います。日本でまだ、マスクが不足している時期に、

そのクーロンウエストロータリークラブのメンバー

から、マスク 800枚が送られてきました。 

今日付けているマスクがそれです。香港が混乱の最

中に有るにもかかわらず、私たち姉妹クラブの為に

支援をして頂きました。小さな事ですが、なかなか

出来る事ではありません。この事は今年度の地区方

針にマッチした行為であり、お手本にしたいと思っ

ています。 

簡単ですが、私の挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 



 

 

講話  国際ロータリー第 2760 地区 

2020-21年度ガバナー     君 

私は１月に最後のガバナーエレクト研修になるサ

ンディエゴ国際協議会へ参加しました。サンディエ

ゴはロスアンゼルスから南へ車で２時間、メキシコ

国境近くに位置する気候温暖な街です。ここにある

マンチェスター・グランドハイアット・サンディエ

ゴという３０００人は収容できる超大型ツインタワ

ーホテルで協議会は行われました。米軍の軍港でも

あり、映画「トップガン」の舞台としても知られて

います。前日にはホテルに入りましたが、吊看板な

どもすでに雰囲気が出ていました。世界５３４地区

から集まりますので、案内板も８か国語と国際的で

す。 

国際協議会はこの垂れ幕にあるように、協議会であ

り単なる会議ではありません。 

今年の協議会本会議ではローターアクターのプレ

ゼンが目立ちました。RIのローターアクトに寄せる

期待を伺わせます。ご存知のようにローターアクタ

ーは２０２２年７月から人頭分担金を払ってロータ

リアンになります。スライドのようにホルガ―・ク

ナーク氏はローターアクトが大好きです。 

次のスライドに参ります。この方は、最近注目され

た RIの CEO、ジョン・ヒューコ氏です。 

この日も「変化の中でのリーダーシップ」という題

で講演をしましたが、「スペイン語でやろうか？」「オ

ー！」、ということでいきなり全講演スペイン語でし

た。英語もロシア語もできる有能な世界最大の弁護

士事務所ベーカー・アンド・マッケンジー出身のＲ

Ｉ司令塔ですが、次のスライドのように意外に気さ

くな方で名刺交換、写真撮影も気軽に応じていただ

きました。本当にわからないことはヒューコさんに

聞こうと思います。 

次の方は人気講師のブラウンさん、クラブを記憶に

残るものにしようと話され大変人気がありました。 

そして次のスライドは本会議後に毎日行われる分

科会です。1セッション 90分で難問も多く皆、頭を

悩ませます。昨年に続き世界から 60人のローターア

クターが国際協議会に参加し、日本のローターアク

ター代表も分科会に参加しました。男性は千葉の、

女性は静岡のアクターです。発言もしっかりでき、

将来頼もしいロータリアンになりそうです。 

そして、これは世界の同期ガバナーエレクトが集ま

り、テーマに沿ってアイデアを出し合い、後ろのボ

ードに張り付けてアイデアを競う、というセッショ

ンです。６か国語で行われ大変国際的なセッション

だと思いました。 

さて、本題に入ってゆきます。これはホルガ―・ク

ナーク氏が今年度のテーマ「ロータリーは機会の扉

を開く」を発表した瞬間の映像です。 

2020－21年度ホルガ―・クナークＲＩ会長は、「ヘ

ルツォークトム・ラウエンブルク・メルン」ロータ

リークラブ所属でドイツの方です。スザンヌ夫人と

青少年交換をホストファミリーとして多く受け入れ

られ実績をあげられた方と伺っています。 

それでは国際協議会でのクナーク氏の講演ビデオ

がありますので、ご視聴ください。 

約５分です。【視聴約５分】 

いかがでしたでしょうか？ここ数年でも大変よい

スピーチだと評判でした。 

この講演の要旨を述べます。 

１．ロータリーを唯一無二にするのは、国境を超え

た多様性（多様性の否定は争いを生みます）。 

２．ロータリアンは共有する価値観の下に集まった

人々。 

３．その価値観とは、「４つのテスト」と「中核的

価値観」 

４．ロータリーは奉仕プロジェクトを実施する機会

を与えてくれる（利他の精神）。 

５．寄付も重要ですが、奉仕プロジェクトをできる

のがロータリーの魅力。 

６．それらは、実際に目で見て体験できるもの（私

も地区の国際奉仕等で多く体験しました）。 

７．ロータリーはリーダーシップの機会も与えてく

れる（クラブの役目に素晴らしいロータリアン

を育てること、があります）。 

８．リーダーは、別の人のリーダーシップも養成す

ることができ、さらにそれ以外の人にもインス

ピレーションを与えられる。 

９．この変化の時代にリーダーとなれる人は幸い

（新型コロナ禍の今こそロータリアン活躍の時

です！）。 

１０．「ロータリーは機会の扉を開く」。それは、世

界の人々に開かれた扉。です。 

次のスライドです。 

「４つのテスト」、皆さんご存知ですね。そして「中

核的価値観」は、『親睦、高潔性、多様性、奉仕、リ

ーダーシップ』。この２つは変わらないロータリアン

の価値観であり、この価値観のもとにロータリアン

はいます。そして、ロータリーのビジョン声明、「私

たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中

で、持続可能な良い変化を生むために、人々が手を

取り合って行動する世界を目指しています」。 

Together, we see a world where people 

unite and take action to create lasting 

change — across the globe, in our 

communities, and in ourselves. 

ホルガ―・クナーク氏の「ＴＯＧＥＴＨＥＲ」が入

っています。私の地区方針にもあります。 

そしてＲＩ戦略計画：４つの優先事項 

○より大きなインパクトをもたらす 

○参加者の基盤を広げる 

○参加者の積極的なかかわりを促す 

○適応力を高める 

奉仕プロジェクトについては、この４つに当てはめ

て、よく検討し実施する必要があります。 



 

 

これらのＲＩテーマなどを受けて、私は２０２０－

２１年度岡部年度地区方針を、『行動するロータリア

ン！世界で何かよいことをしよう、TOGETHER！』 

— ロータリークラブの奉仕が、世界の平和につなが

ってゆきます —としました。大げさな！と思われる

かもしれませんが、国際協議会で集まったやる気

満々の世界５３４地区のガバナーエレクト達が、世

界２００か国に戻って一斉に奉仕をするわけですか

ら、世界が変わらない理由はありません。私の体感

でもあります。 

クラブの皆さんの奉仕も、その一つ一つが規模の大

小はあっても世界平和に役立つのです。 

「自信」をもって邁進してください。 

今年度は「地区ビジョン」も設けました。 

「私たち第 2760地区は、ＲＩテーマをよく理解し

た上で、それぞれの地域、クラブの特性を鑑みて「活

力のある、個性に満ちた、多様性のある」クラブが

活躍できる場所・場面を提案・支援してゆきます」。 

「クラブが中心」ということを明確にしました。 

さらに、岡部年度の地区行動指針です。 

１．クラブはロータリーの中心。クラブの活性化を

図ろう。 

ロータリーはクラブがその中心です。クラブ戦略

委員会を設置して 5年後のビジョンを描き、その

魅力を会員に伝えます。また、クラブ研修委員会

を設置して、それを持続可能にする入会 3年以内

のクラブ会員のリーダーシップを養成しましょ

う。職業奉仕を通じて社会に貢献し、奉仕プロジ

ェクトを行って、クラブの活性化、会員増強につ

なげましょう。テーマは「環境」が重視されます。

財団の DDFを活用してください。（今は新型コロ

ナも重点分野です） 

２．ロータリーファミリーとの連携強化をしよう。 

ローターアクター、インターアクター、ライラリ

アン、青少年交換学生、米山記念奨学生たちの若

い力を積極的に取り入れてロータリーの活性化

を図りましょう。また、RCC（ロータリー地域社

会共同隊）と連携してより大きな展開を図りまし

ょう。 

３．オンライン・ツール、リソースの活用をしよう。 

マイロータリーには様々な情報リソースがあり

ます。ロータリー賞も今年からクラブセントラル

での申請になります。ラーニングセンターもぜひ

活用してください。 

４．会員増強をしよう 

奉仕プロジェクトによる会員増強。今年度はロー

ターアクトがクローズアップされています。ロー

タリアンとローターアクターとの共同作業を通

じて双方が刺激しあい、より高次の活動を開発し、

仲間を増やしましょう。また、新クラブ結成のた

めに「衛星クラブ」を考慮にいれてください。 

５．ロータリー賞へ挑戦しよう。（地区便覧参照） 

今年度からクラブセントラルでの申請になりま

すのでご注意ください。 

６．国際大会（台湾。台北市、2021年 6月 12日(土）

～16日（水）へ参加しよう。 

台湾は親日国であり、旅の魅力も一杯です。台湾

で世界のロータリアンと交流しましょう。ガバナ

ーナイトは 6月 13日（日）圓山大飯店です。 

 

ここでクラブの皆さんにお願いです。 

１．２０２１年３月１４日愛知県国際展示場でのハ

イブリッド地区大会が行われます。１００％全員登

録運動にご協力ください。（地区研修・協議会がか

なりコストダウンし、登録者一人当たり７５００円

返金できました、２５００円を足していただくと地

区大会に登録できます。来場しても出来なくても参

加できるハイブリッド地区大会で、講師は新型コロ

ナでさらに有名になった東国原英夫さんです。今年

は新型コロナ禍でイベントも少ないので是非ご登

録ください。ガバナー、ガバナーエレクトは、本来

全員登録を目指す責務があります。他地区では全員

登録が当たり前の地区もあります。） 

２．MY ROTARYがバージョンアップし、使い易くな

りました。是非登録をお願いします。 

３．ロータリー財団・米山記念奨学事業へのご寄付

をよろしくお願いします。（今年は日本のロータリ

ー１００周年です） 

４．台北国際大会へ参加しましょう。一生の思い出

になります。また、これは新型コロナ禍でいったん

中止になりましたが、財団の大口寄付者には、ゴル

フでの世界の帝王ジャック・ニクラウス氏の個人レ

ッスンがインセンティブとしてついていました。ゴ

ルフファン垂涎のイベントです。大口寄付をお考え

の方は是非財団にご確認ください。 

 

さて、１月の米国サンディエゴでの国際協議会の時

に、２０２０－２１年度ホルガ―・クナーク RI会長

から、「公式訪問の際に、クラブ会員の皆さんに伝え

てください」と書簡を預かっております。この場を

借りて、皆さんに読み上げさせていただきます。 

また、２０２１年度ガバナーには、次の重要メッセ

ージをクラブ公式訪問の際に伝えることをお願いし

ます。 

１．地区は、新しい革新的なクラブモデルを作るこ

とに積極的に取り組みます。 

そのためには皆様からのご支援が必要となります。

皆様はまた、衛星クラブや地域社会を基盤とするロ

ーターアクトクラブを立ち上げることで、参加者の

基盤を広げることに貢献できます。 

２．すべてのクラブは毎年、少なくとも一回の戦略

会議を開き、皆様には次のことを会員に問いかけて

いただきます。「私たちのクラブは５年後にどのよ

うなクラブになっているべきか、また、このビジョ

ンを達成するためにどのようなステップを踏むべ

きか」「私たちのクラブで、会員はどのような価値



 

 

を得ることができるか」。この会議を進行できる人

を選んでください。 

３．新会員を注意して選びましょう。新会員にとっ

て皆さまのクラブがぴったりと合うこと、そして新

会員の期待に応えるクラブであることを確認しま

しょう。新会員の面倒を見て、積極的な参加を促し

てください。ロータリアンとなるのに不相応な年齢

などありません。 

４．ポリオ根絶のための寄付を行い、１０月の世界

ポリオデーに合わせた行事、イベントを開催し、こ

れからも根絶活動の支援を継続していきましょう。

私たちは、世界の子どもたちと交わした約束を守ら

なければなりません。 

敬具 

ホルガ―・クナーク 

２０２０－２１年度国際ロータリー会長 

 

さて、最後に近づいてまいりました。 

ここでつい最近、クナークＲＩ会長から特に日本人

会員に向けていただいたメッセージビデオを披露し

たいと思います。約５分です。ご視聴ください。 

いかがでしたでしょうか？日本の職業奉仕につい

ても大変高い評価をされています。 

 

さて、これで最後です。 

ロータリーの創始者ポール・ハリスは、『変化の時

代に「革命的になるべし！」』 

と申されました。「新型コロナに負けるな！」、クラ

ブの皆さんよろしくお願いいたします。 

これをもって私の講話を終了します。ご静聴ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講話 国際ロータリー第 2760地区 

2020-21年度ガバナー     君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長・幹事懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歓迎挨拶 

名古屋城北ロータリークラブ 

会長 服部 智謙君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

名古屋空港ロータリークラブ 

会長 服部 好展君 

 

 

 

 



 

 

今週の MENU 

 

【和食、持ち帰りお弁当】 

 

★栗炊き込みご飯弁当★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

杤本 正樹君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お礼の言葉 

会長 和田 了司君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日井市ポイ捨て及びふん害の防止啓発活動 

2020年 10月 19日 高蔵寺駅にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜前菜〜 鶏ささみ梅ザーサイ 

柿なます  

公魚真砂揚げ 

厚焼き玉子  

揚銀杏  

天草真丈  

海老芝煮 

〜焼き物〜 若鶏照り焼き  

胡麻麩田楽 

〜煮物〜 赤魚煮付  

紅葉麩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


