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●斉  唱 
 

ロータリーソング「我等の生業」 

 

●本日のお弁当 
 
 大正館 
 

●本日のお客様 

 

西三河分区 ガバナー補佐 大髙敏睦様 

西三河分区 分区幹事 鈴木善和様 

第 2760 地区 地区幹事 小西忠昭様 

第 2760 地区 地区スタッフ 遠藤泰昭様 

 

●本日の卓上花 
 
 デンファレ、ルドベキア 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。まずもって、先程 SAA さんが紹介し

ました大髙ガバナー補佐様、鈴木様、小西様、遠藤様、お忙し

いところありがとうございます。本日はよろしくお願い致しま

す。 

 例会が始まる前に大髙ガバナー補佐と会話をしました。碧南

RC は色々な事に伝統を持ってやっておりますけども、今年は神野ガバナーの方針も踏まえて、

1 年間やっていきます。私のモットーは親睦のみでございます。これを自分のキャラとして 1

年間通していきたいと思っておりますけども、事業としましては色々な事をやっていきます

ので、よろしくお願い致します。 

 さて、ここからは雑学の話をさせて頂きます。今日は「ゴルフの 18 ホールというのはどう

木村徳雄会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

やって決めたか」になります。スポーツでは、野球は 1 試合が 9 回、大相撲は 1 場所が 15

日などと決められております。ゴルフに関しては男女共に 1 ラウンド 18 ホールと決められて

おります。この 18 ホールというのはどういう経緯で決まったかと言いますと、ゴルフの発祥

の地のスコットランドで、寒くてウイスキーを飲みながらゴルフをプレーする人が多いそう

で、ある長老会員が 1 ホール毎にグラス 1 杯飲むと 18 杯で丁度ウイスキーボトルが空になる

ことから 18 ホールにしようということで決まったそうです。ただ、昔の 1 ボトルがどのくら

いの量だったかわかりませんけども、今は 720ml ということで、かなり大きなショットグラ

スで飲まれていたのではないかなと思います。因みに私は 1 ボトルも飲みませんが、スコア

はパッとしません。今年はもう少し飲む量を増やして、スコアの事は忘れるぐらいでゴルフ

を楽しみたいと思います。 

 ありがとうございました。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 8 月 2 日の例会終了後に第 2 回の理事会を開催致しました。

協議事項が原案通り全て承認されました。それに伴いまし

て、本日の例会時に九州北部豪雨お見舞いということで、

義援金を集めたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

・ 元気ッス！へきなん市民会議より、第 20 回元気ッス！へきなん開催に係る協賛について

のお礼状が届いております。 

・ 8 月 16 日は休会でございます。次回は 8 月 23 日でございますので、お間違いの無いよう

によろしくお願い致します。 

・ 本日の例会終了後に第 2 回のクラブ協議会を 101 号室にて開催致します。大髙ガバナー補

佐を交えて開催致しますので、役員、理事、委員長の方は 13 時 40 分までにお集まりくだ

さい。尚、欠席される方がおられましたら、代理の方が出席して頂きますよう、よろしく

お願い致します。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス委員会＞ 

西三河分区ガバナー補佐 大髙敏睦様、分区幹事 鈴木善和様  碧南ロータリーの皆さん

 総会員数 68 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 8 名)出席者 52 名 

 出席対象者 52／60 名   出 席 率    86.67％ 

 欠席者 16 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷信二幹事 



こんにちは。昨日、高浜ロータリーさんからガバナー補佐訪問が始まりま

した。今日は２回目のガバナー補佐訪問となります。まだまだ不慣れなた

めスムーズに卓話、クラブ協議会が出来るか不安です。どうかご協力の程、

宜しくお願い致します。 

地区副幹事 小西忠昭様、地区スタッフ 遠藤泰昭様より大変たくさん頂きました。 

木村 徳雄君  本日は大髙ガバナー補佐はじめ分区幹事、地区スタッフの皆様にご来訪頂 

平岩 辰之君  き、誠にありがとうございます。クラブ協議会では、宜しくご指導の程お 

角谷 信二君  願い申し上げます。 

角谷 信二君  先週の新入会員オリエンテーション懇親会は盛り盛りでした。 

鈴木 並生君  西端小学校が交通安全子供自転車愛知県大会で優勝し、全国大会に出場し

ます。 

        ３０年間皆出席の記念品をありがとうございました。メーキャップに際し、

事務局の手配に感謝です。ありがとう。 

岡本 明弘君  先週、新入会員オリエンテーションを開催致しました。会長様、講師の皆

様、新入会員の皆様のお陰をもちまして無事、終えることができました。

ありがとうございました。 

平松  太君  今年度、私が平松鉄工を設立して５０年になりました。良く頑張ったと自

分をほめてやりました。２２才の誕生日から５０年です。次の５０年を目

指して頑張ります。 

新美 雅浩君   

鈴木 基由君  先日の新入会員オリエンテーションでは大変お世話になりました。 

山口  健君   

杉浦 秀延君  愛知県立碧南工業高等学校バレーボール部、松永・蟹江ペアが８月５日、

全日本ビーチバレーボール全国大会出場ベスト１６の成績を収めさらに松

永選手は優秀有望選手賞を受賞しました。学校創立以来の快挙により将来

の活躍が楽しみです。 

石川 鋼逸君  ８月５日に行いました、愛知県消防操法大会に暑い中多くの皆様方にご声

援を頂き、誠にありがとうございました。碧南市消防団は入賞まであと一

歩の９位という結果でした。 

 
 

卓 話  
 

「ガバナー補佐訪問」 

西三河分区ガバナー補佐 大髙敏睦様 

 

 皆さん、こんにちは。昨日、高浜ロータリーさんからガバナ

ー補佐訪問が始まりまして、今日は碧南ロータリーさんで 2 回目

のガバナー補佐訪問となります。まだまだ緊張しております。私の役目は神野ガバナーの伝

大髙敏睦様 



達をするということでございます。会長さんや幹事さんは別の場所で聞いたことがある話で

くどいようでございますが、ご容赦ください。 

 RI 会長でありますイアン H.S ライズリーさんのテーマが「ロータリー：変化をもたらす」

でございます。丁度 2016 年の規定審議会の時に色々とロータリーのルールが緩和されました。

いわゆる、ロータリーの一番の課題であります会員増強が現在非常に命題になっております。

ピーク時は日本の会員が 13 万人おりました。昨今、9 万台に落ち込みまして、このままいき

ますと現在ある 3 つのゾーンが減らされてしまい、近隣の韓国や台湾と一緒にやらなければ

いけないという大きな課題がございます。そういったことで、色々とロータリーの増強につ

きまして頑張って頂きたいという思いがこのテーマにあると捉えております。 

 RI のメッセージ「奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらす」。ここで言う人々とは、私

たちロータリアンと周りの全ての人々のことでございます。ロータリー以外のたくさんの人

たちと関わりを持って頂きたいということがメッセージで伝わってきます。 

 そして、ロータリーの目的は「意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育

むことにある。」ということで、しっかりと奉仕の理念を推し進めて頂きたいということでご

ざいます。 

 続いて、第 2760 地区の神野ガバナーからの地区方針が「今日からのロータリーを楽しも

う！」、「奉仕を通じてロータリー活動に楽しみを見出そう！」ということでございます。碧

南 RC さんの木村会長の今年度の方針を見させて頂きまして、全てこういったことを取り込

んでおられて関心をし、敬服する次第でございます。 

 続いて、地区ビジョンでございます。 

「10 年後 20 年後も地区の輝きが持続可能であること」 

 そして、地区ビジョンを達成のために 

・ クラブ中期計画策定のためのクラブ戦略委員会の設置 

・ 地区研修委員会の見直しと強化 

・ クラブと地区の行事への積極的参加 

・ 周りへの積極的働きかけ 

・ ロータリーファミリーとの活動強化 

・ 会員増強 

・ 公共イメージの向上 

この 7 つでございます。 

 続いて、2017-18 年度の特記事項でございます。 

1.  戦略委員会の創設 

中長期的視野でロータリークラブの活動を検証する 

委員会 → クラブ会長 

2.  細則変更 

各クラブの自主的・柔軟性を持ったロータリークラブ 

3.  10 年史の作成と購入 

全会員に購入依頼 



4.  「アースデイ」環境週間の取り組み 

地球保全のために地区内にメンバー1 人／1 本植樹する 

来年 4 月 22 日までに 2760 地区は 4,800 本植える 

続いて、2017-18 年度のガバナー賞でございます。これはクラブ戦略委員会を設置してい

るクラブで、次のどちらか 1 つを達成したクラブということでございます。 

  1.  会員数 増強 3%以上達成クラブ 

  2.  米山記念奨学事業 

     ① クラブ 1 人平均 2 万円以上の寄付達成 

     ② クラブ特別寄付率 80%以上達成 

決して強要するものではございませんので、あまりきつく考えないようにお願い致します。 

 続いて、RCC（Rotary Community Corps）でございます。ロータリー地域社会共同体（RCC）

は、ロータリアン以外の人々がロータリーの価値観を共有し、奉仕活動に尽力するグループ

でございます。RCC の目的は、地域社会の生活状態を改善し、人生の喜びを高揚すること。

そして RCC の目的として 4 つ掲げております。 

1.  個人が地域社会の改善のため責任をもって活動する 

  2.  あらゆる有用な仕事の尊さと真価を認識する 

  3.  生活の質の向上を図るため自主自助の活動と共同活動を実施する 

  4.  地元の文化や地域社会の状況下で、人間の能力を最大限に発揮するよう奨励する 

 最後に私からのメッセージでございます。昨年の近藤ガバナー補佐も笑顔は世界の標準語

とおっしゃっておりました。私も自分の会社の中でとにかく怒った顔をするな、ニコッとし

て何をするにも笑顔で当たれということで努めております。したがって、私からのサブメッ

セージとしましては、 

 ・ smile for all, ＝ happiness 

 ・ 各クラブの多様性の尊重 

でございます。会社でもクラブでも色々な人がおり、その中でうまく乗り切るには笑顔しか

ないかなということで、このようなことを掲げさせて頂きました。ロータリーから外れたよ

うな話をしてしまいましたが、どうかロータリーの友情をもってご容赦頂きたいというふう

に思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

 

ク ラ ブ 協 議 会  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成２９年８月３０日（水） 会場：衣浦グランドホテル 

ガバナー公式訪問（高浜ＲＣ合同） 

第 2760 地区 ガバナー 神野重行氏、 

第 2760 地区 地区幹事 加藤定伸氏 


