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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 「我等の生業」 

・今月の歌   「雪の降る街を」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶     会長    川瀬 治通君 

・クリスマス家族会 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

今月の歌 

「雪の降る街を」 

    雪の降る街を  雪の降る街を 

    思い出だけが  通り過ぎてゆく 

雪の降る街を 

遠い国から   おちてくる 

この想い出を  この想い出を 

いつの日か包まん 

あたたかき幸福の ほほえみ 

先週の記録  

幹事所感 幹事 古屋 義夫君 

本日はガバナー補佐として地区に出向されており

ます加藤久仁明くんの充実した卓話を拝聴いたし

ました。 

2018 年 12 月で約 6 ヶ月の間ガバナー補佐として

活動され地区の全てのロータリークラブを廻りロ

ータリアンとしてそして人として数多くの素晴ら

しい経験をされそのエッセンスを卓話として今回、

私達にお話をして頂きました。 

お話を聴いていて春日井ロータリークラブとし

ても今後進むべき奉仕の理想や道標がぼんやりと 

２０１８年1２月２１日（金）２３９０回（１２月第３例会） 

観えてきたような気がいたしました。 

またビジョン委員会のあり方にも言及され春日井

ロータリークラブが今後活動をしていく上で核と

なるべきポリシーや進むべき方向を考える委員会

にするべきだと言うお話をしていただきました。 

我々にとってガバナー補佐の加藤久仁明くんは

明るくて非常に親しみやすい身近な存在でありい

つも楽しく笑っている印象が強いのですが今回の

ように真剣にロータリー活動に取り組んでクラブ

や地区の未来を考えるガバナー補佐としての加藤

久仁明くんも大変素晴らしいと思います。 

あと6ヶ月ガバナー補佐の任期がありますので

更に多くの素晴らしい経験をしていただきこの今

後とも春日井ロータリークラブに貴重な情報をフ

ィードバックして頂きますようお願いいたします。 

楽しいお話ありがとうございました！ 

◎例会休会のおしらせ 

瀬戸北ＲＣ        １月１日（火）休会 

岩倉ＲＣ         １月１日（火）休会 

愛知長久手ＲＣ      １月１日（火）休会 

犬山ＲＣ         １月１日（火）休会 

名古屋千種ＲＣ      １月1日（火）休会 

瀬戸ＲＣ         １月２日（水）休会 

小牧ＲＣ         １月２日（水）休会 

江南ＲＣ         １月３日（木）休会 

名古屋大須ＲＣ      １月３日（木）休会

津島ＲＣ         １月４日（金）休会

尾張旭ＲＣ        １月４日（金）休会 

名古屋北ＲＣ       １月４日（金）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 55 名 欠席 19 名 出席率65.4% 

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率96.6% 



ニコボックス報告    委員長   藤川 誠二君

〇加藤ガバナー補佐の卓話を楽しみにしています。           

川瀬 治通君 

○久しぶりにしゃべります。                 

加藤久仁明君 

〇１７日，空港 RC で卓話デビューです。                

青山 博徳君 

〇卓話楽しみにしております。祝福の皆様おめで

とうございます。 

伊藤 正之君  梅村  守君  大橋 省吾君  

大原 泰昭君  小川 茂徳君  小川  長君  

岡田 義邦君  加藤  茂君  加藤 宗生君  

北  健司君  貴田 永克君  近藤 太門君 

芝田 貴之君  清水  勲君  杤本 正樹君  

内藤 修久君  中川  健君  長曽 篤志君  

成瀬 浩康君  西尾 隆吏君  野浪 正毅君  

場々大刀雄君   藤川 誠二君  古屋 義夫君 

三上  努君  屋嘉比良夫君  山田  治君 

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会 

卓話     ガバナー補佐 加藤 久仁明君 

ガバナー補佐訪問半期を終えて 

東尾張分区12クラブのガバナー補佐訪問3か月掛

けて行いました。時には台風がこの地方に上陸寸

前まで行い、後からご批判も頂きましたが充実し

たガバナー補佐訪問だったと自分では思います。 

当地区は、名鉄電車の瀬戸線、小牧線、犬山線、

３つのグループに分かれています。各クラブは６

０人～１５人前後で瀬戸市以外、各市町村に一つ

のクラブで各クラブの纏まりが有り、行政との連

携も密で、活発な地域奉仕活動を行い、ガバナー

方針『あなたの街からロータリーを！あなたの街

でロータリーを！』すべてのクラブが実践してい

ます。先ず、12クラブの地域活動事業を紹介しま

す。Sクラブは、母国語教室事業を行っています。

日本で生まれ育った外国人の子供に親の母国語を

逆に教える事業です。グローバル補助金事業とし

てインドネシア教育支援事業を企画しています。

その他 RCC等、多くの継続事業を展開しています。 

SN クラブは、Sクラブとは逆に外国人の「NIHONGO

スピーチコンテスト」を行っています。このクラ

ブの素晴らしい事業は、災害ボランティアコーデ

ィネーター資格をメンバー全員が取得する数年前

から試み、資格者が市民に防災体験での土嚢の作

り方等の講習を行っています。Oクラブは補助金

を使い保育施設へ絵本備品贈呈事業、来年、新天

皇が、森林公園に植樹にお見えになるのに合わせ

市民に植樹の木の配布を企画しています。このク

ラブはメンバー２０人で多くの継続市民事業を行

っています。これが出来るのは、２０年頃前のメ

ンバーも多い頃から、年次基金として年会費とは

別に数年間集めた OFDY 恒久基金が有り、基金を崩

し多くの継続事業を行っています。 

AN クラブは、子ども食堂の支援活動、台湾姉妹 RC

共同で小学生同士氏の書道展を行っています。 

Iクラブは、高齢者、在宅介護者支援で、２５０

枚のバスタオルを子供たちのメッセージカードを

付けて贈る活動と交通安全防犯運動に力を入れて

います。姉妹 RCとの交流も盛んです。 

親の Kクラブは、交通安全キャンペーン、ごみ収

集活動に加え新たに大山川の蛍の会への協賛等を

奉仕事業で行い、グローバル補助金事業として友 

好クラブとのチャリティーイベントへの協賛事業

を企画しています。NEクラブは、全国空港フォー

ラムと海外姉妹４クラブとの交流を積極的に行っ

ており、補助金事業として小学校のバトン部員に

制服と用具一式を寄贈する事業を行っています。 

NJ クラブは、月に一度の名古屋城内例会を開催し、

場内での掃除等の奉仕活動、天守閣復元の支援、

地区補助金で、車いすの贈呈を行っています。（何

度も贈呈しているが盗まれる事も多い） 

Kクラブは、思春期を迎えた中学生に学校では教

えない助産婦を講師に「生命（いのち）の授業を

補助金事業で行っています。Iクラブは、分区で

一番メンバーが少ないクラブですが、大変家庭的

なクラブです。しかし奉仕事業は、活発で市との

タイアップ事業を多くこなしています。この市に

はヨーヨーの世界チャンピオンが 3人いて、クラ

ブでヨーヨーを作り、ヨーヨーを広める運動をし

ています。４月の花見例会は、一度行ってみたい

例会です。分区のほとんどのクラブに戦略委員会

を持っています。内容はどこも、こんな事業を将

来やる中長期計画を立てる委員会として活動して

いますが、本来この委員会は、年間のビジョンを

考え提言する委員会であります。当クラブも戦略

委員会を立ち上げましたが、将来春日井 RCはこう

なって行きたい構想をまず考えて下さい。このビ

ジョンを土台にして考え、次年度に提言しその上

でこのビジョンに近づく為の事業を中長期計画と

して挙げて下さい。ビジョンは、人、年、時代に

よって変わる事ですので、その戦略委員会が決め

たビジョンがすべて正しいとは思わないで下さい。

村井ガバナー方針の『あなた街からロータリー

を！あなたの街でロータリーを！』すべてのクラ

ブが奉仕事業活動を継続事業、新規事業を持ち、

ガバナー方針を実践しています。只、古いクラブ

では継続事業が多すぎ予算面で厳しいクラブも多

く、例会の昼食費を削り奉仕事業に充てているク

ラブも有り、そのクラブでは例会数が減る事は、

食費が減り予算に余裕が出来ると言って、大歓迎

をしており例会を月 2回まで減らせないかとの意

見も出ましたが、LCに成ってしまいますよと止め

ておきました。 

もう一つのガバナー方針「分区内交流を活発に」



ガバナーの目論見が当たり、ガバナー訪問以降、

一緒になったクラブ同士が返礼例会の約束をして

います。又、3年未満のメンバーの分区内メイキ

ャップ今年に限り 3回まで地区から登録費の返還

があります。地区のこの費用がまだまだ余力が有

りますので、積極的にメイキャップに行ってくだ

さい。但し、昼食の用意が有りますので事前に各

クラブに連絡をして行って下さい。いずれにして

も各クラブの奉仕活動予算は厳しいながらクラブ

運営をしています。次にユニークな例会として、

食事の時間にメンバーの子供の頃の写真を写し、

誰であるとかを当てる。そして本人の 3分間スピ

ーチ。食事の時間を使い各メンバーの近況報告。

自分の趣味の発表 etc、昨年の小牧 RCは、幹事報

告に幹事の趣味の映画鑑賞の報告をしていた。毎

週新しい映画を見に行きその映画の PRとか批評

をしていました。例会を盛り上げ、出席率を上げ

る為を SAA、例会、会場委員会が知恵を出し合い

工夫した例会運営をしていました。出席率各クラ

ブ高い水準です。Iクラブ何年も続けて 100％です。

今年はガバナー方針で他クラブのメイキャップを

奨励していますが。ほとんどクラブがネットのメ

イキャップを認めています。ネットが使えない方

には事務局が代行しているクラブ多く見られます。

只、事務局で頼むと 2,000～3,000 円取り、ニコ

ボックスか会計に入れています。東尾張分区の総

てのクラブの問題は、会員増強問題です。各クラ

ブ協議会の折に「会員増強をどの様したら良いで

すか？」との質問が大半で、正当に青年会議所,

商工会議所青年部の卒業生を勧誘するのが一番で

行っているが、ライオンズクラブとの競合も有り、

JC,青年部の会員も少なくなっているので難しい

所があるとの意見が多く出ました。そこで私から

の提案で、東尾張分区のクラブは一市一つが大半

であり、その地域の商工会議所の会頭、副会頭、

常議員が、多くロータリーメンバーとして活動さ

れています。その地域にある大手企業の支店長、

支社長を会頭、副会頭の力で勧誘されるのも有る

のではないかと提案して於きました。20世紀の頃

には各クラブには、大手銀行のメンバー、上場企

業のメンバー、が各クラブにいましたが、景気が

悪くなり一斉に辞められ、それっきりになってい

ますので、景気が上向きな現在、過去のメンバー

企業の掘り起こしも必要ではないかと各クラブで

提案しておきました。地区は新しいクラブ作りた

い希望を持っています。三河地区には、三河三州

クラブが 3年前に出来ました。このクラブは若い

メンバーが多く、夜間例会、食事無し、出張で、

遠くにいる時はテレビ回線で例会出席可能、年会

費が安いといったクラブです。此の尾張版を作れ

と白羽の矢が立っています。私の立場として東尾

張分区の現状として先ほども述べた様に、各クラ

ブ会員拡大に苦労をしていますので分区内での新

クラブ設立は、断って参りましたが、尾張地区で

何とか三河三州の様なクラブ欲しいとの事ですの、

南尾張、西尾張、東尾張分区全体で地区主導で作

って頂くなら協力する事は出来ると思いますとの

返事をしておきました。 

マイロータリーの登録ですが、各クラブに事務局

に協力を得て登録して下さいとお願いした所、飛

躍的に登録率が上がっています。当クラブも 50％

まで来たと聞いています。後、半年有ります。 

年度中に 100％登録を達成して下さい。最後に、

IMの PR報告をします。東尾張分区の IMは 2019

年2月23日土曜日13時30分よりキャッスルプラ

ザホテルで、宇宙探査機「はやぶさ 1号」の生み

の親でプロジェクトマネージャーを務められまし

た、JAXA(ジャクサ)の川口淳一郎氏をお招きし『決

してあきらめない人になろう』のテーマで、はや

ぶさ 1号の秘話を基調講演していただきます。物

造り愛知と言われる当地区で、職業奉仕の理念を

学び、子供のころ抱いた宇宙へのロマン、現実に

なった宇宙開発と物造り愛知と宇宙との関わりを

実感して頂き、今後のロータリー活動に活かせて

頂ければ幸いです。東尾張分区以外の方でも興味

がある方の参加も大歓迎です。東尾張分区のイン

ターシティミーティングを皆で楽しみましょう。

皆様の参加をお待ちしています。 

祝福 会員誕生日 



卓話 加藤 久仁明君 

幹事報告 古屋 義夫君 

インターシティミーティング（IM）のご案内 


