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●斉  唱 
 

ロータリーソング「奉仕の理想」 
 
●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 稲垣良次様 
   〃   分区幹事  杉田明弘様 
 第 2760 地区 地区副幹事 森 弘好様 
 西尾ＲＣ 保多正博様、平岩博行様 
 小牧ＲＣ 河村嘉男様、同行者：バイオリニスト 小泉 悠様、ピアニスト 都築れな様 
 
●本日の卓上花 
 
 ドラセナ（スノーホワイト）、スプレーバラ 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。台風が過ぎたと思ったら、残暑が厳し

くて、関東の方では熱中症で救急車に運ばれる中学生がたくさ

ん出たというニュースも出ておりますけれども、皆様にはご自

愛いただきたいと思います。三重県北部での豪雨災害、今回の

台風 15 号でお亡くなりになられた方にはご冥福をお祈り申し

上げます。また、被災された方々には一刻も早い復旧をお祈り申し上げたいと思います。ま

た、ガバナー事務所より、九州北部豪雨災害の被災地区、被災住民の皆様への支援の依頼が

ございます。本日と次回の例会で募金をお願いしたいと存じますので、よろしくお願い致し
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ます。 
さて、本日は 9 月 11 日でございます。丁度 18 年前の 22 時頃に私は眠りにつこうとくつ

ろいでおりましたら、母がびっくりした声で「正幸、テレビつけやぁ。」と言われまして、そ

したら国際貿易センターに旅客機が激突する衝撃の映像が流れておりました。昨日のことの

ように思い出します。しばらくしてから学会でニューヨークに行ったんですけれども、その

時に金属探知機が手術をされた方の足に埋められているボルトに反応して、凄く厳しくなっ

たんだなということをその時感じました。9.11 から世界が変わったと言われる方もおられま

す。その翌月から始まったタリバン政権に対するアフガニスタン紛争、イラク攻撃から続く

テロとの戦いがこの 18 年間まだまだ続いておりますけれども、現在進行形でシリア、イエメ

ンでも内戦が続いているということでございます。その内戦の地では、やはりポリオウイル

スがまだ生き残っているということでございます。対テロ戦争でアメリカ軍の死者が 9.11 の

犠牲者の倍を上回っているということだそうでございまして、泥沼の戦争に疲れたアメリカ

が「アメリカ・ファースト」の政権を誕生させたんじゃないかということも言われておりま

す。世界の平和のために私たち日本のロータリアンは活動を続けていくというふうに思いま

す。 
 本日はRI第 2760地区 西三河分区 西尾RCの稲垣良次ガバナー補佐、杉田明弘分区幹事、

江南 RC の森 弘好地区副幹事をお迎えしての公式クラブ訪問でございます。例会に先立ちま

して 11 時半より、ガバナー補佐、分区幹事、地区副幹事のお三方と、私ども会長、副会長、

会長エレクト、正副幹事によります懇談会をさせていただきまして、懇切丁寧なご指導を賜

ったところでございます。稲垣ガバナー補佐には卓話にて後程お話を伺いまして、例会終了

後には場所を移しまして、クラブ協議会においてもしっかりとご指導賜ることになっており

ます。各委員長様におかれましては、そこでご発表の方をよろしくお願いしたいと思います。 
 先程も申しましたけれども、台風のせいで残暑が増して厳しくなっております。本日、ご

来訪を賜りました稲垣ガバナー補佐、杉田分区幹事、森地区副幹事には、公式訪問、ガバナ

ー補佐杯、IM 等々、ご多用かと存じますけれども、益々のご健勝とご活躍を心よりご祈念申

し上げまして、挨拶とさせていただきます。 
 本日はどうぞよろしくお願い致します。 

  

  幹 事 報 告  
 
 幹事報告をさせて頂きます。 
・ 第 3 回の理事会報告につきましては、幹事報告書の通りで

ございます。 
・ 10月 1日は衣浦グランドホテルにてガバナー公式訪問を予

定しております。また、例会終了後に第 4 回の理事会を開

催致しますので、関係の皆様はよろしくお願い申し上げます。 
・ 例会変更のお知らせは、幹事報告書の通りでございます。 
・ 本日の 13 時 40 分より 101 号室にてクラブ協議会を開催致しますので、関係の皆様はよ
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ろしくお願い申し上げます。 
・ 本日、小牧 RC の河村嘉男様が演奏者の方と共に 22 日に碧南市芸術文化ホールで開催の

演奏会のご協力依頼でお見えになっております。受付の所に販売ブースを設けてあります

ので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
・ 9 月 18 日は休会となります。次回の例会は 9 月 25 日となりますので、お間違いのないよ

うによろしくお願い申し上げます。 
  
  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励ニコボックス委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
＜ニコボックス＞ 
西三河分区ガバナー補佐 稲垣良次様、分区幹事 杉田明弘様、第 2760 地区副幹事 森 弘

好様より、たくさん頂きました。 

小牧ＲＣ河村嘉男様  本日は大変お世話になります。御礼まで。 

森田 英治君  過日、平岩統一郎さんに大変お世話になり、ありがとうございました。 

新美 宗和君  第３６回歌と舞の祭典が２２日（日）に開催されます。本日お配りしたプ

ログラムは、１４日（土）のたんぽぽニュースに掲載されるものです。お

時間がありましたら、ぜひお越し下さい。 

木村 徳雄君  北海道では、岡本明弘さん、鈴木泰博さんにお世話になりました。「今夜

は 高」でした。 
 
 

ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問  
 
西三河分区ガバナー補佐 稲垣良次様 
 
 皆さん、こんにちは。只今ご紹介に与りました西尾 RC の稲

垣でございます。よろしくお願い致します。今日は西尾 RC か

ら保多君と平岩君も出席させていただいております。 近は E
クラブや色んなクラブがあって、メークアップをしなくても良いようなシステムができてお

りまして、勉強になるからということで誘って参りました。皆さんの例会を参考にさせてい

ただきまして、今後の西尾 RC に何か反映できたら良いなと思っております。 
 まずは私の自己紹介でございます。ロータリークラブに入会させていただいて、20 数年経

っております。今年で 67 歳になります。歳は取っているんですが、ロータリーのことは何も

 総会員数 65 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 12 名) 出席者 55 名 

 出席対象者 55／62 名 

 欠席者 10 名（病欠者 0 名） 
  出 席 率    88.71％ 
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わかっておりませんので、勉強しろという意味で指名に与ったと思っております。職業分類

は自動車部品製造でございます。趣味はヨットで、この前の日曜日に 1 日中セーリングをし

てしまいまして、世間の人より真っ黒になっている次第でございます。 
 RI 会長のテーマのロゴマークの意味をご説明させていただきます。中央の青い円は地球を

表しております。そして、周囲の 4 色の人は人種を表しております。そして、上下左右の人

は東西南北を表しており、世界をつなぎましょうという意味がこのロゴマークでございます。

ということで、「ロータリーは世界をつなぐ」がテーマになります。 
 RI 会長のマーク・ダニエル・マローニーさんは弁護士だそうでございます。経歴は 34 歳

の時に既にガバナーをやられたそうでございます。大変な親日家だそうでございまして、こ

の前の 8 月 8 日に名古屋にお見えになってスピーチをされたようでございます。奥さんもロ

ータリアンだそうでございます。 
 RI 会長のテーマについて少し言い方を変えますと、「創造的かつ柔軟性をもって、例会の

方法などを考えてみてください。」とおっしゃられております。会員増強のアプローチにおい

ては、組織立った戦略的・革新的な方法が必要ということで、「若いロータリアンが楽しめる

例会等にしてください。」とおっしゃられております。さらに RI 会長は「多様な会員」とい

う言葉を使っておられます。つまり、「今の職業分類をもっと幅広くして、会員を増やすこと

が重要。」とおっしゃられております。 
 RI 会長は 4 つの強調事項を挙げられております。 
  １. ロータリーを拡大する 
     力強い組織を作る。新しい戦略計画を立てて強いインパクトを与える。会員基盤

を拡大する。職業分類制度の再発見と活用。 
  ２. ロータリーファミリーを巻き込む 
     アクトとインターアクトをロータリーへ。家族、特に子供の参加。 
  ３. ロータリーのリーダーシップへの道 
     忙しく仕事をしているロータリアンもロータリーのリーダーになれるようにする

ための道をひらく。ロータリーでリーダーになることを阻む障壁の多くは、私た

ち自身が築いたものであり、違う時代、違う世代に合わせてつくられたもの。 
  ４. 国連とのコラボレーション 
になります。 
 RI の 6 つの重点分野としまして、 
  １. 平和の推進 
  ２. 疾病との闘い（ポリオ） 
  ３. 水と衛生 
  ４. 母子の健康 
  ５. 教育の支援 
  ６. 地域社会の経済発展 
になります。ロータリーは大きなニーズのある 6 つの分野に重点をおき、国際関係を培いな

がら、人々の暮らしを支援しています。より平和な世界を築くために。 



 伊藤ガバナーの地区方針は、「グローバルに考え 地域社会とつながり ロータリーを成長さ

せよう」でございます。伊藤ガバナーが危惧してお見えになることがございまして、日本の

人口ピラミッドが先細りになっていることでございます。このまま何もしないでおくと、ロ

ータリーは消滅してしまうだろうということで、50 歳以下の会員増強と女性会員を増やしま

しょうというお願いでございます。「ロータリーの 5 つの中核的価値観をベースに、“知的多

様性”と“革新的柔軟性”を取り入れる。お互いの違いを超え、深く意義あるかたちでつな

ぎ、つながりを地域に発展させ、職業上のネットワークを広げ、ロータリークラブの公共イ

メージの向上と共にクラブの在り方をデザインし、ロータリークラブを成長させていくこと

が重要。」とおっしゃられております。 
 RI 戦略計画の 4 つの優先事項としまして、 
  ○ 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 
ということでございます。これを整理致しますと、知的多様性と革新的柔軟性で足りるので

はないでしょうかということでございます。 
 後にお願いしたいこととしまして、IM について、WFF について、ポリオ例会・行事に

ついて、50 歳以下の会員・女性会員の増強について、知的多様性と革新的柔軟性について、

ガバナーナイトへの参加がございます。IM についてですが、全員協力ありがとうございます。

今、西尾 RC が若い者を中心にして、皆さんに少しでも楽しんでいただけるように一生懸命

やっておってくれます。WFF についてですが、例年に比べて 1 ヶ月ぐらい早いので、ご注意

願いたいんですけれども、10 月 12 日と 13 日に栄で開催されます。碧南 RC さんは例会とし

て参加していただくということで、本当にありがとうございます。ポリオ例会・行事につい

てですが、ポリオももう少しで撲滅します。是非、例会や行事で盛り上げていただきたいと

思っております。50 歳以下の会員・女性会員の増強についてですが、先程も申し上げさせて

もらいましたが、是非、お願い致します。知的多様性と革新的柔軟性についてですが、これ

は会員増強のために職業分類を見直し、若い会員や女性会員を増やして楽しいクラブにして

くださいというお願いでございます。ガバナーナイトへの参加についてですが、2020 年 6 月

5 日と 6 日にハワイで開催されます。是非、参加していただければと思います。よろしくお

願い致します。 
 皆さんにどこまでご説明ができたか、さぞかし心配でございますけれども、どうか 1 年よ

ろしくお願い致します。 
 ご清聴いただきまして、大変ありがとうございました。 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

次回例会案内 
 

令和元年１０月１日（火）12：30 ～ 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 伊藤靖祐様、地区幹事 南村朋幸様 

令和元年１０月２日（水）は１日の振替休会 


