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ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・国 歌       「君が代」 

・ROTARY SONG    「日も風も星も」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・家族会     野球観戦 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

先週の記録 

会長挨拶  名古屋城北ＲＣ  岩田 佳之君 

皆さんこんにちは。本日は春日井クラブさん、名

古屋空港クラブさん、そして我々名古屋城北クラ

ブの 3RC 合同にて、加藤陽一ガバナーと大竹一

義地区幹事をお迎えしての、ガバナー公式訪問例

会です。非常に緊張感のある例会ですが、肩の力

を抜いてより良い例会にしたいと思いますので皆

さんよろしくお願いします。また加藤ガバナー、

大竹地区幹事、そして本日ビジターでお越しの瀬

戸 RC 大澤会員増強委員長の御三方に置かれまし

ては、大変お忙しい中、本日私どもの栄東急REI
ホテル例会場迄ご足労頂きまして心より御礼申し

上げます。そして本日、このように多数の会員の

出席、誠に有難う御座います。また先ほどは春日

井クラブの志水会長より歓迎挨拶をして頂き有難

うございました。 
例会前に先立ち 11：30 より 40 分ほど、加藤ガバ

ナー、大竹地区幹事のお二方と我々3RC 会長幹事 
8 名にて懇談会を開催させて頂き、加藤ガバナー、 

２０１５年９月４日（金）第２２４５回（９月第１例会） 

 
大竹地区幹事より今後のロータリー活動や戦略に

ついて非常に有意義なお話を聞かせて頂き、併せ

て本年度のガバナーのお考えと地区方針の確認さ

せて頂くことが出来ました。そして何より心強い

お言葉を頂き、懇談会を終えましたことをここに

報告させて頂きます。まだまだロータリー経験の

浅い私などは勉強が足りない部分が多々あるかと

は存じますが、私なりに精一杯頑張り、皆さんと

一緒に本年度を楽しみながらやっていこうと本日

再確認できたように思います。 
さて、先週の「豊山町バスケットボールクリニッ

ク」ですが、おかげ様で皆さんの御協力の元、非

常に盛況で大成功に終えることが出来ました。改

めてお礼申し上げます。奥村幹事には、前段取り

からすべてを任せきりで大変ご苦労様でした。ま

た参加して頂いた会員の皆様も暑い中終始笑顔で

対応して頂き本当に有難うございました。来賓に

鈴木豊山町長をお迎えし、早朝よりアイシンシー

ホース三河の選手、コーチに来て頂き始まったク

リニックは、子供たちにも大盛況で、目の前で見

るプロの選手の技にはやはり釘付けになったので

はないかと思います。クリニック終了後にはサイ

ンをお願いする子供も大勢あり、夏休みの何より

の思い出となる、とてもよいバスケットクリニッ

クだったと思います。来年も引き続き、さまざま

な青少年奉仕を実施していきたいと考えておりま

すので、皆さんの御協力をお願いします。 
本日はこの後加藤陽一ガバナーより有り難いお

言葉を頂くこととなっておりますので、時間の

都合上、簡単ではありますがこれにて本日の会

長挨拶とさせて頂きます。 

 

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30

副  会  長 ：名畑  豊 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

幹   事 ：長谷川英輝  事 務 局 ：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

地区行事 

：9 月 23 日（水）地区青少年奉仕会議 キャッス

ルプラザホテル 13:30～ 
出席者は加藤宗生 青少年奉仕委員長 

その他行事 

：9 月 3 日（木） 春日井明るい社会づくりの会 

実践体験文最終審査会 13：30～ 
出席者は志水ひろみ会長 
：11 月 8 日（日） 春日井市菊花大会表彰式 春

日井ロータリー会長賞授与 11：00～ 
出席者は志水ひろみ会長 

次週予告    

9 月 4 日（金） 家族会 ナゴヤドーム 中日・

阪神戦 
 

◎例会変更の案内 
瀬 戸 ９月１６日(水) ９月１９日(土)  

   ＲＣ ＦＳＭの為 喜楽梅むら 

名 古 屋 東 ９月７日(月) ９月８日(火) 

   ＲＣ 敬老を祝う例会の為 和蔵 

羽 島 ９月８日(火) ９月８日(火)17：00 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為フォーラムホテル

あ ま ９月７日(月) ９月７日(月) 

   ＲＣ 家族会の為  

名古屋丸の内 ９月１７日(木) ９月１７日(木)  

   ＲＣ 夜間例会の為 クレストンホテル 

瀬 戸 北 ９月１５日(火) ９月１７日(木)  

   ＲＣ 夜間例会の為 松楓閣 

名古屋城北 ９月１５日(火) ９月１５日(火) 

   ＲＣ 家族会の為  

岩 倉 ９月８８日(火) ９月８日(火)  

   ＲＣ 新会員歓迎例会の為  

 
◎例会休会のお知らせ 
○津島ＲＣ    9 月 18 日（金）は休会 
○名古屋北ＲＣ  9 月 18 日（金）は休会 
 
◎ビジター紹介   会長  志水 ひろみ君 
 豊田ＲＣ 五島 一友君 

 豊田ＲＣ 村端 達也君 

 

出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 58 名 欠席 23名 出席率 60.3%

先々週の修正出席  ―   ― 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇加藤ガバナーの公式訪問をいただきました。 
ありがとうございます。     志水ひろみ君 
〇加藤ガバナーのご訪問に参加させて頂き、あり

がとうございます。       長谷川英輝君 
〇今日も皆様に逢える喜びで！  青山 博徳君 
〇今日の会場、東新町東急と間違えそうでした、 
社本さんのお陰ですありがとう。 宅間 秀順君 
〇ガバナー公式訪問       古屋 義夫君 
〇本日もよろしくお願いします。 小野寺 誠君 
〇3ＲＣガバナー公式訪問に出席できる喜びで。 
磯野 俊雄君  伊藤  純君  梅村  守君 
小川  長君  大橋 完一君  太田 弘道君 
加藤久仁明君  加藤 宗生君  近藤 秀樹君 
清水  勲君  社本 太郎君  杤本 正樹君   

名畑  豊君  成瀬 浩康君  日比 雄将君  

屋嘉比良夫君  藪下 尚武君  和田 了司君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
歓迎挨拶  春日井ＲＣ   志水ひろみ君 

本日は、加藤陽一ガバナー様の公式訪問です。 
先日、名鉄犬山ホテルにおきまして１２ＲＣの会

長幹事会がおこなわれました。 
その折、加藤ガバナー様がおいでになりまして 
「今年度が始まってから二日間だけ休みがとれま

した。」とお話をされました。 
本日、８４クラブの公式訪問の４番目の訪問です。 
まだ７０か所の予定が組み込まれていますね。 
昨年度、近藤パストガバナー様が８４か所訪問さ

れましたが、本当にご苦労様です。 
くれぐれもお体、体調を管理していただきお務め

を果たしていただきたいと思います。 
 最後に、本日加藤ガバナー公式訪問のホストク

ラブをつとめていただいます 
名古屋城北ロータリークラブの皆さんに感謝をも

うしあげ歓迎のご挨拶とさせていたます 

卓話   2760 地区ガバナー  加藤 陽一君 

皆様こんにちは。ガバナーになりたての加藤陽一

と申します。皆様おなじみの瀬戸ロータリークラ

ブ所属です。よろしくお願いいたします。今日は

東尾張分区の皆様ですので、気楽なような、緊張

するような気持ちです。 
本年度のＲＩテーマはスリランカ出身のラビンド

ラン氏による「Be a gift to the world」、日本語に

訳すと「世界へのプレゼントになろう」という

少々わかりにくい言葉がテーマです。 
今年の 1 月にサンディエゴでガバナー研修があっ

た際、初日に英語のテーマの発表があり、三日後

に日本語訳が発表されました。そのサンディエゴ

には世界中からガバナーエレクトが 500 名以上、

日本からは 34 名集まり、日本のガバナーの皆で

テーマについてどのように伝えるとより分かりや

すいかを協議しました。その結果、「プレゼント」



という言葉を「奉仕」に置き換え、「世界に奉仕を

しよう」という意味合いが一番日本人の皆さんに

わかりやすいのではないかということで、いま日

本中のガバナーはそのように説明しているはずで

す。サンディエゴでは一週間缶詰めになって色々

と勉強してまいりました。何しろ私自身が今まで

ノンポリロータリアンでしたから、急遽一生懸命

勉強をしている最中です。 
本年度の地区テーマは「ロータリーの原点に学ぶ 

~友情と寛容の輪を拡げよう~」です。ある方から

「原点というのはどこまで遡るのですか。」と聞か

れましたが、常識的に原点に戻っていただきたい

と思っています。私自身 27 年ロータリーに在籍

していて感じることは、最近少し乱れてきている

のではないかということです。今は夏ですからノ

ーネクタイは問題ありませんが、あるクラブの会

長はアロハシャツで出席している、あるいはポロ

シャツで出席していました。地区行動方針の一つ

に「高潔なロータリアンを目指し、常にバッジを

着用する」と挙げているのですが、それはロータ

リーのバッジをつけて頂くことで、心を引き締め、

常にプライドを持っていただきたいのです。「ロ

ータリーのバッジをつける」当たり前のことです

が、バッジをつけて変な行動はできないはずです。

皆様には誇りを持ってバッジを常に着用していた

だきたいと思っています。 
また、本日の例会前の懇談会で会長幹事様とお話

をしたのですが、地区というのは各クラブのため

にあると解釈を頂きたい。各クラブで様々な行事、

事業等をする際、何かと不明なことがあると思い

ます。そういう時に地区でお手伝いをするのが本

来のあり方です。ともすれば地区は上から目線と

見られることもあるかもしれません。地区は 83
のクラブがあってこそ存在するものですので、お

互い手を取り合っていきたいと思っています。 
ここにある、「会員増強」「退会防止」はロータリ

ーの永遠のテーマです。一言に「会員増強」と言

っても難しいことですが、いろいろと模索して行

くことです。また、今年 7 月に、それまでこの 2760
地区が日本で一番会員数の多い地区でしたが東京

2750 地区が 5 名上回り、現在日本で 2 番目とい

うことになってしまいました。また、毎月のガバ

ナー月信に出席率や会員数が記載されていますが、

その出席率は、2760 地区が一番高いこともお伝え

します。皆様ぜひ誇りに思っていただきたいこと

です。 
そして本年度も昨年同様、栄久屋大通公園にて

WFF（ワールドフード＋ふれ愛フェスタ）を 10
月 24 日 25 日に開催します。ぜひ皆様ご出席くだ

さい。今年は各分区でブースを出しますのでそち

らにもお越しください。その一週間後、10 月 31
日 11 月 1 日には地区大会が開催されます。こち

らも例年通りウェスティンナゴヤキャッスルです

のでよろしくお願いいたします。 
また来年5月末～6月にはRI国際大会がソウルで

開催されます。5 月 29 日にはガバナーナイトをソ

ウルヒルトンで予定しています。だいたい 400 人

くらいご出席をしていただければと思っています

ので、開催地は近いソウルですからぜひ皆様ご参

加ください。ちなみに今年の国際大会はサンパウ

ロで、御役目もあり参加してまいりましたが、3
泊 7 日というハードスケジュールで飛行機に 4 日

間乗っていた計算で、難行でございました。南米

開催ということもあり、とても派手な大会でした。

ソウルにはもっと気軽に行けますのでぜひお越し

いただければと思います。 
最後に、「希望の風」という制度についてご説明し

ます。「被災高校生支援」という地区の支援制度が

ありますが、こちらは今年が最終年度になってい

ます。先日の高校野球にも支援生徒の千田君が花

巻東高校のキャプテンとして頑張っていました。

残念ながら仙台育英に負けてしまいましたが、テ

レビの前でずっと応援していました。その支援制

度は今年までですが、「ロータリー希望の風奨学

金」というのは両親を亡くした子供たちが成人を

するまで 20 年間支えていこうという制度です。

残念ながら日本の全地区が参加をしているわけで

はなく、現在 10 地区がこちらに賛同して参加を

しています。当地区も賛同し、皆様にお一人様 1
年 1,000 円の支援をお願いしています。ぜひご協

力をお願いしたいと思っています。 
まだまだお話ししたいこともございますが、時間

となりましたのでこのあたりで失礼いたします。

本日はありがとうございました。 
 

お礼の言葉  名古屋空港ＲＣ 波多野 真君 

春日井ＲＣ、名古屋空港ＲＣ、名古屋城北ＲＣの

会員を代表いたしましてお礼の言葉を述べさせて

いただきます。 
 本日は、ご公務ご多忙中にもかかわらず、３ク

ラブ合同例会にご臨席を賜り、心より御礼申し上

げます。 
 例会前に加藤ガバナー、大竹地区幹事と３クラ

ブの会長、幹事との懇談会を実施させていただき

ました。同分区内ということもあり大変フランク

な雰囲気の中で、加藤ガバナー、大竹地区幹事よ

りクラブ運営に関し貴重なアドバイスを頂戴いた

しました。 
 また、只今は加藤ガバナーよりＲＩ会長方針並

びに地区方針等に関し非常にわかりやすくご説明

していただきました。限られた時間ではありまし

たが、私ども３クラブの会員にはとても有意義な

時間であったと思います。また、加藤ガバナーの

気さくで温かいお人柄にも触れることができたと



思います。 
 加藤ガバナー、大竹地区幹事におかれましては、

今後とも健康にご留意していただき、ますます当

地区のためにご活躍されることを祈念いたしまし

てお礼の言葉といたします。本日は、誠にありが

とうございました。 
 最後になってしまいましたが、本日の３クラブ

合同例会開催にあたり、ホストクラブを務めてい

ただきました名古屋城北ＲＣの会員の皆さま、事

務局遠藤さんに、高い席からではございますが、

感謝の意を表したいと存じます。ありがとうござ

いました。 
 

 

懇談会 加藤ガバナー、大竹地区幹事 

 

会長挨拶 名古屋城北ＲＣ 岩田 佳之君 

 

歓迎挨拶 志水 ひろみ君 

 

卓話 加藤陽一ガバナー 

 

お礼の言葉 名古屋空港ＲＣ 波多野 真君 

 

例会風景 


