
 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 小谷恒夫 幹事 青山和成 会報 宮下智香子   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

ロータリーに輝きを 
本日 第 609 回例会 2015 年 10 月 23 日（金曜日)第 60１号 
   
 
 
 

瀬戸 RC・尾張旭 RC・瀬戸北 RC・愛知長久手 R C ４クラブ合同例会 
               

 
＜本日のプログラム＞ Today’s Program              ホストクラブ：尾張旭ロータリークラブ 

 
 

点鐘 於：グレイセル 

＜ロータリーソング＞「奉仕の理想」     卓話：「ガバナー訪問に因んで」 
国際ロータリー 第 2760地区 
東尾張分区ガバナー 加藤陽一 

前回第 608 回例会 2015 年 10 月 6 日（火曜日)記録 

＜ロータリーソング＞ 「君が代」「奉仕の理想」   

＜出席報告＞ 
 

花見月弁当 

 

員総数 20 名   

出 席 者 

 

13 名 出席率 65.00 ％ 前々回補正出席率 95.00 ％ 

 

 

＜来訪者＞        国際ロータリー2760地区 東尾張分区ガバナー補佐   朱宮新治様 

国際ロータリー2760地区 地区副幹事         勝谷哲次様 

国際ロータリー2760地区 分区幹事                   山根雄司様 

国際ロータリー2760地区 分区副幹事               丹羽敬昇様  

 

＜会長挨拶＞ 愛知長久手ロータリークラブ 小谷恒夫 会長 

こんにちは、東尾張分区 朱宮ガバナー補佐、山根分区幹事、丹羽分区副幹事、 

勝谷地区副幹事 ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。 

ガバナー補佐訪問クラブ協議会の講評をよろしくお願いいたします。 

今日はいつものようにＲＣに所属していた著名人の紹介（マルコーニ）をする予定で 

したが、挨拶を短くするという事で割愛させてもらいます。 

今期の愛知長久手ＲＣは初めて交換留学生の受け入れをさせてもらう事になり、青少年 

 交換について色々な事を学ばさせてもらっております。色々な国々からの留学生がいるという事、留学生の目

的意識や個々の性格の違いがあることから、交換留学生やホストファミリーに支障をきたすこともあると聞い

ております。今回、例会出席しています、アメリカ；ミズリィー洲からボーイスカウト活動やサッカークラブ

活動をしているナサニエル君（通称 サニー）を迎えることが出来ました事を有り難く思います。 

愛知長久手ＲＣの会員一同は、新しい行事を今後とも推し進めていく予定ですので、今後ともよろしくお願い

いたします。    

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１５－２０１６ 

WEEKLY 

 



＜委員会報告＞ 

◆祝福  お誕生日おめでとうございます 

 

 

 

 

＜委員会報告＞ 

■ニコボックス委員会■ 

                                                          国際ロータリー2760地区 

・本日は大変お世話になります。よろしくお願いします。         東尾張分区 ガバナー補佐  朱宮 新治 

・ガバナー補佐訪問に同行致しました。よろしくお願いします。               地区副幹事     勝谷 哲次 

・本日は大変お世話になります。よろしくお願いします。                     分区幹事       山根 雄司 

・本日は大変お世話になります。よろしくお願いします。                分区副幹事     丹羽 敬昇 

 

・本日も宜しくお願い致します。                                                           青山 和成 

・本日も宜しくお願い致します。                                                          丹羽 司一 

・本日も宜しくお願い致します。                                                          白石政二郎 

・朱宮ガバナー補佐、勝谷地区副幹事、山根分区幹事、丹羽分区副幹事ようこそお越し下さい     伊藤 広治 

 ました。日野さんお誕生日おめでとう。 

・国際ロータリー2760地区 東尾張分区ガバナー補佐 朱宮新治様、地区副幹事 勝谷哲次様、     山田 文明 

 分区幹事 山根雄司様、分区副幹事 丹羽敬昇ようこそおいでいただきありがとうございます。 

 日野典子さんお誕生日おめでとうございます。ナサニエル君ようこそ 

・朱宮様、勝谷様、山根様、丹羽様ようこそおいでいただきました。本日の懇親を楽しみにして   中川 清子 

 おります。よろしくお願いします。 

・日本人ノーベル賞更に続くといいですね。本日もよろしくお願いします。                    林  正俊 

・国際ロータリー第 2760地区ガバナー補佐朱宮様、勝谷様、山根様、丹羽様訪問ありがとう      加藤   猛  

 ございます。日野さんおめでとうございます。 

・本日も宜しくお願いします。                                                             宮下智香子 

・本日も宜しくお願いします。                                                             奥野 悦弥 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                                                       伊藤   真 

・朱宮ガバナー補佐、勝谷地区副幹事、山根分区幹事、丹羽分区副幹事ようこそおいでください   小谷 恒夫 

 ました。よろしくお願い致します。 

                      本日もよろしくお願い致します。 

       “ 作日も   夜のクラブ   協議会   錦
にしき

と住吉
すみよし

   女子
じ ょ し

大小路
だいこうじ

  ” 

 

＜幹事報告＞ 

① 第４回理事役員会はクラブ協議会終了後行いますので理事役員の方はよろしくお願い致します。 

② ガバナー事務局より「鬼怒川水害義捐金」のお願いがきております。今回も義捐金ボックスを回しますので

ご協力お願い致します。愛知長久手ＲＣとしては１人/1,000円募金の協力をお願いします。 

③ 次回例会は 10月 23日(金)ガバナー訪問（グレイセル）になります。尚、10月 13日(火)の例会の振替になり

ますのでお願い致します。 

③ 10月 24日(土)WFF（ワールドふれあいフェスタ）は 10:30～11:00の時間帯になります。 

場所は久屋大通公園 Aゾーンになります。出席者の方はよろしくお願い致します。 

④ 卓話予定表をお配り致しましたので、個々の日程のご確認をよろしくお願い致します。 

 

  １０月３０日   日野 典子さん 

      

    

    

   

   

              

    



<卓話＞                

 演 題 ： 「ガバナー補佐訪問に因んで」          国際ロータリー第 2760地区 

東尾張分区ガバナー補佐 朱宮新治様 

 

愛知長久手ロータリークラブの皆さん今日は、ご紹介頂きました本年度東尾張分区担当ガバナー補佐を仰せつ

かっております犬山ＲＣ所属の朱宮でございます。本日の例会には、地区担当副幹事の勝谷さん、スタッフであ

ります分区幹事の山根雄司君、副幹事の丹羽敬昇君共々お邪魔致しました。どうぞよろしくお願いします。先ほ

ど、小谷会長、青山幹事さんと懇談させていただき愛知長久手ロータリークラブさんの活動状況など伺いありが

とうございました。 

愛知長久手ロータリークラブさんは小谷会長のリーダーシップのもと、今年度の地区方針「ロータリーの原点に

学ぶ」のもとに和やかで大変仲の良い会員仲間で活動を始められておられます。今年度に入り 3ヶ月になります

がいかがでしょうか。 

それでは毎年度の慣例とはいえ今日は限られました時間での訪問ではございますが進めさせていただきます。 

さてガバナー補佐の主な役割は、担当させていただく分区内のクラブさんが実に効果的に運営されるようサポー

トすることによってガバナーを補佐することとされております。 

特に今年度は分区内の仲間であります、瀬戸ロータリークラブさんから加藤ガバナーが輩出されておられること

から、より一層地区と各クラブとの連絡役といいましょうか、コーディネーターとしての役割が求められ、特に

他分区とはひと味違った融和と特徴を示さなくてはと思っております。 

幸いにも過去の永きに渡り、東尾張分区は会長幹事会等を通じたりして大変連携深く関わってきておりますので、

ガバナーの基本方針等も浸透し易い環境で安心しております。またこの 11 月 28 日に開催させていただくＩＭ

のテーマもロータリーの基本を礎に、「前に歩もう」とさせていただきました。分区の皆さんと共にロータリー

の基本理念を抱いて楽しいロータリー活動が出来ますよう前に歩もうではありませんか。 

それでは簡略になるかと存知ますが用意させていただいたスライド資料に基づいて短い時間ではありますが進

めさせていただきます。 

ガバナー月信、ロータリーの友、地区便覧などを通じて充分ご理解されておられることでしょうが、ご存知の通

り、ＲＩの強調月間が従来とは大幅に変更されましたので各クラブさんの事業計画を立てられるのも苦慮された

ことでしょう。 

例えば、7月 28日付の遅くに、先月の８月の特別月間の名称変更の連絡が入り、「会員増強・拡大月間」が「会

員増強・新クラブ結成推進月間」に変わりましたので、必要に応じて可能な範囲での対応をお願いしていただけ

たと思います。 

ラビンドランＲＩ会長が発信されました 

ＲＩテーマ「世界へのプレゼントになろう」 

そして強調事項の 

・ポリオ撲滅  ・人道的奉仕  ・ロータリーのイメージと認識を高める 

・オンラインツールの利用 が唱われています。 

このテーマ、強調事項を礎に世界各地区の今年度の活動が始まりました。 

加藤ガバナーは 1905年 2月にポールハリスが世界初のロータリークラブを設立した当初の思い、多様な職業を

持つ人々が集まり、アイデアを交わし、生涯にわたる友情を培うことの出来る場として、ロータリーを設立した

ことの原点と、「ロータリーが私たちにとって何を意味するにせよ、世界は、その業績によってロータリーを知

るのです」とポールハリスの言葉を振り返られたことからでしょうか、地区方針として 

「ロータリーの原点に学ぶ～友情と寛容の輪を広げよう～を掲げられました。  

 そして～地区行動方針～として 

・ 高潔なロータリアンを目指し、常にバッジを着用する 

・ 例会に積極的に出席し、ロータリー活動を楽しむ 

・ 自主的クラブの運営 



・ 会員増強、退会防止 

・ 地区の改善、改革 

を取り上げられましたので我々はこの方針、行動方針に沿って今年度クラブ運営を進めて行ければと思います。 

ご存知のように加藤ガバナーからは、補佐訪問時に、次の 5点については必ず伝えるようにと指示を受けており

ますのでよろしくお願いします。 

1. ＷＦＦへの参加、チケットの申し込み 

2. 地区大会への参加 

3. ガバナーナイト（世界大会）（地区ガバナーを囲む会）への参加 

4. 希望の風奨学金 

5. ＲＩ会長賞 

そこでまず皆さんにこんな基本的なデータを今一度確認していただこうと取り上げてみました。 

ご覧のように会員数、地区数、クラブ数、平均会員数を示してみました。日本の会員数はピークの約 12 万人か

ら大きく減少して、今では 88159人で世界の 7.2％、またクラブ数は世界の 6.48%となっています。クラブの平

均会員数では、世界 34.53人,日本 38.63人 2760地区 57.68人、愛知長久手ロータリークラブさんは現在 19人

での規模となっているようです。増強は上期 1名、下期 1名の純増目標を立てられておられます。クラブテーマ

にも増強がうたわれておられますので頑張ってください。ちなみに加藤ガバナーは各クラブ 2名の増強を唱えら

れておられます。地区の会員構成をみてみますと 10人未満は無く、11~20人 8.3%, 21~30人 10.7%,  31~40

人 13.1％とこんな構成になっています。またこんなデータもあります。 

例えば、ＲＩの例会の食事をみてみますと、 

朝食 10%, 昼食 34%, 夕食 48%, 無し 8%  

日本では 90％強が昼例会 

        会費費用の食事比率 

日本 26%  英国 58%  北米 43% インド 9% 

        会員平均在籍年数  

1年未満 9%  1~2年 12%  3~5年 19%  6~10年 19% 

となっています。皆さん自分達のクラブと比較されてみてどんな感じでとらえられましたでしょうか。皆さんの

クラブは会員数が平均に少し届かない運営形態にもかかわらず大変スムーズな運営をされていると確信いたし

ております。 

さて今一番大事なのは、会員の退会防止であるといわれています。例年年度末の 6月に多くの退会者がおられま

す。クラブあげて退会防止に取り組まなくてはなりません。当クラブさんに於かれましては上期 1 名、下期 1

名の純増を目標にされてみえますが、それぞれクラブがしっかりと、クラブの未来像を見据えて計画を立てて推

進していく事が、各クラブの基盤を確たるものにして行くもだと思いますので是非実現出来ますよう頑張って下

さい。 

次に 2760地区の主な活動を改めてお知らせさせていただきます。 

ロータリアン以外でのアンケートで、ロータリーについての質問で、10 人の内 4 名が聞いたことがない、4 名

が名前だけ知っている、2名がある程度知っているとのデータがあります。私達は何故地域でのＰＲが不得意で

しょうか。 

ところで、ご存知のように今年も地区活動方針に沿って昨年と同じ会場で 10月 24日、10月 25日の２日間、「第

３回ワールドフードふれ愛フェスタ・チャリティイベント」が行われ、イベントの 収益金はミヤンマーでの水

事業・教育事業活動支援、エンドポリオ事業支援にあてがわれます。ＲＩの優先目標に「ロータリーの公共イメ

ージと認知度の向上」、「ポリオプラス」があり、今回のイベントも広く一般の方にロータリークラブに対する理

解を深めロータリーの活動、素晴らしさを知っていただくいい機会で、特に「ロータリーの公共イメージと認知

度の向上」が計られるとともに、今後の会員増強のための戦略の一つになると考えられるイベントになると思わ

れます。当分区も 2ブースの出展を予定いたしておりますことから、分区内から出展の協力をいただいており感

謝いたしております。 



昨年の実績では、3日間で約 6万人の来場者があり、マスコミにも各社から取材で取り上げられましたし、収益

金は 280万円ございました。 

そして今年、10 月 24 日は地区の「ロータリーデー」、10 月 25 日は「ジャパンロータリデー」との名称で開催

されます。地区では 6クラブが例会変更される予定と伺っておりますが、是非皆さん参加して下さい。 

地区大会につきましては、今年は岡崎東ＲＣの主催で、10 月 31 日、11 月 1 日にウエスティンナゴヤキャッス

ルで開催されます。記念講演はＪＲ東海の葛西敬之代表取締役名誉会長さんの「東海道新幹線とリニア中央新幹

線」という興味深い演題で開催されますので楽しみにして下さい。 

また今年度のロータリー世界大会は日本の隣国、韓国ソウルで来年の 5 月 28 日～6 月 1 日に開催されます。そ

こではご当地瀬戸ＲＣさんが企画されておられます「ガバナーナイト」がミレニアムヒルトンで 5月 29日に開

かれますので当分区もこぞって参加したいと思います。詳しい案内はそろそろ各クラブに届けられていることか

と思います。 

その他のお願いといたしまして、 

・ 希望の風奨学金  

東日本大震災で両親もしくは片親を亡くした遺児たち（大学生、短大生、専門学校生）に奨学金を給付するプロ

グラムで、入学から卒業まで毎月 5万円を継続して給付し、返還を求めないプログラムです。一人 1000円の支

援金をお願いするものです。 

・ ＲＩ会長賞 

 必須項目から 2項目を完了し、各カテゴリーにある項目をいくつか完了することになっております。地区便覧、

地区ホームページに記載されておりますので確認して是非挑戦して下さい。  

他に地区の委員会が担当する事業は沢山ありますが、一例を挙げてみますと、活動の一つに今年度も「ＶＴＴ」

の派遣事業がＲＩの重点項目に添ってインドネシアに医療チームが来年 3月～5月」頃に派遣されることになっ

ており、このプログラムは約 5万ドルのグローバル補助金を利用したプログラムで、日本中から注目されており

ますので関心を寄せて下さい。また当クラブさんでは初めての青少年交換プログラムを今年度取り組まれておら

れますが、成功裏になりますよう頑張って下さい。 

 それでは東尾張分区で今年度予定しています活動についてご紹介させていただきます。恒例のインターシティ

ミーテイング（ＩＭ）ですが、地区では開催されない分区もございますが、東尾張分区では毎年継続して開催さ

れており、今年度は犬山ＲＣが担当させていただき 2015年 11月 28日（土）に名鉄犬山ホテルで開催いたしま

す。私共犬山ＲＣのＩＭ実行委員会から東尾張の各クラブさんにＰＲのお邪魔をいたしており、当クラブさんに

は 8月 18日にお邪魔して案内させていただいておりますが、本日も併せてご案内させていただいておりますの

でよろしくお願い致します。今回は加藤ガバナーの「ロータリーの原点に学ぶ」との基本理念に沿って、当地区

から初めてのＲＩ理事となられます斉藤直美パストガバナーに基調講演として「ロータリーと私」のテーマ、サ

ブテーマ「戦略計画について考える」でお願いいたしました。 

斉藤パストガバナーは「原点回帰」というロータリー書を出版されておられロータリーには凄い情熱を抱かれて

おられますので、皆さんには大変勉強になることかと思います。 

そしてさらに、記念講演といたしまして、「新しい時代の脅威と我が国の対応」とのテーマで、帝京大学名誉教

授であられます、志方俊之先生にお願いいたしました。志方先生はいわゆる陸上自衛隊のトップの陸将までつと

められた方で、タイムリーな話題を披露していただけると思っております。ご案内の通り、当日はエクスカーシ

ョンとして犬山の誇る犬山城、茶室如庵の 2つの国宝を無料で特別ＩＭ出席者に開放させていただきますのでこ

の機会に是非ご覧下さい。なお講演会後は皆さんで懇親の場を深めていただく席も用意いたしましたので各クラ

ブ全員登録でご参加をお願いいたします。 

また年を明けてから 3月 17日には、久しぶりに親睦ゴルフ大会を開催させていただく企画も分区活動として実

行させていただきます。 

 ところで、毎年財団や米山への寄付を地区からお願いいたしており、それぞれの目標額がありますが、無理の

無い範囲で引続きお願いいたします。また地区補助金も 3年前の年次寄付金が利用されますので今年度も 3年後

の補助金利用をめざしてお願いしたいです。今年度には、「市内中心部へ壁掛け時計寄贈」の事業をされ、地区



補助金 3069ドルを利用され総額 80万円の事業をこの 10月に開催されと思います。この地区補助金も 3年前の

年次寄付金が利用されますのでうまく利用に取り組んで下さい。 

そして各クラブで長期的な戦略計画を作って元気なクラブにして下さい。単年度の欠点を補ったり、魅力あるク

ラブの実現には必要かと思います。長期的な計画を立てられる特別な委員会を持たれておられるクラブもこの第

2ゾーンにはいくつかあり、そのクラブさんは大変活気があると伺っております。 

ところで、ＲＩ会長の強調事項の一つに・オンラインの利用がございます。これを利用されますと様々な資料、

データを入手できますのでまだ登録されておられないようでしたら是非登録して利用して下さい。ロータリー関

連の情報の入手にはご覧の種類があります。 

・ 国際ロータリーウエブサイト  ・ ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ 

・ ロータリークラブセントラル  ・ ロータリーショウケース 

・ ブランドリソースセンター   ・ ロータリーの友  

・ コーデイネーターニュース 

 

ご存知のように加藤ガバナーは今年度末には地区の会員を 5、000名にしたいとの目標をお持ちです。前年度末

の会員数を 4～5名で 2750地区に負けましたので日本で 2番目の会員数になりました。 

ここで折角の機会でございますので会員増強にかかわる一つの例をご紹介いたします。昨年度 2750 地区が拡

大・増強をこんな方法で取り組まれました。例えば、スポンサークラブ無しで、ガバナー自身がスポンサーとし

て新しいクラブや、Ｅクラブ、衛星クラブを創設されました。 

多分余り耳にされた事がない「衛星クラブ」について少し説明させていただきますと、 

衛星クラブとは 2013年ＲＩ規定審議会で新たに採択された新しいクラブの形で、スポンサークラブ（通称親ク

ラブ）の判断で作れます。衛星クラブは親クラブの例会場、曜日、時間帯、入会金や年会費とは異なるもので親

クラブと相談の上、設定した“クラブの中にあるクラブ”になります。衛星クラブは独自の役員から成る別個の

理事会をつくります。この場合、「会長」ではなく「議長」と呼ばれます。そして通常のＲＣの規則に従って運

営します。また親クラブと理事会に対し、会員状況、活動、プログラムに関する報告及び会計報告を毎年提出し、

これらは親クラブの年次総会に向けた報告に含まれます。衛星クラブの議長やその他のリーダーはスポンサーク

ラブの理事会に一員なる必須条件ではありません。この衛星クラブの会員は親クラブの正会員（二重会員）でも

あります。入会に際しては親クラブでの承認が必要です。ただ衛星クラブは地区内のクラブ数のカウントには含

まれません。衛星クラブの会員は親クラブの会員として人数がカウントされます。例えば、親クラブの会員が

50名で衛星クラブの会員が 8名の場合、親クラブの会員数は 58名としてカウントされます。出席率は別個計算

になります。申請はスポンサークラブの会長が設立申請書をＲＩ日本事務局のクラブ・地区支援室に提出します。

衛星クラブ設立の認可はＲＩの「加盟認証」とは異なるため加盟認証状は存在せず、手続き後に、日本事務局か

ら「認可」の書面をもって発足いたします。衛星クラブ会員は当然親クラブ会員と同じようにＲＩ人頭分担金、

地区の必要分担金、ロータリーの友購読料などの負担義務があります。但し、親クラブとは別会場、食事などが

異なることから年会費の低減を期待されます。若年層・女性・高年齢層での会員増強が目的です。また会員数

20 名未満のクラブも、衛星クラブを設立してスポンサークラブになれますが、衛星クラブのスポンサーは、従

来の新クラブのスポンサーとは、役割と責務が異なります。衛星クラブは設立時に少なくとも 8名の会員を有す

る必要がありますが、人数の上限はありません。それに衛星クラブといった形態でクラブを運営出来る期間の制

限もありません。更に 20 名集まったからといって新しいクラブを立ち上げる義務は発生しません。逆に、現在

会員数が極端に少なく運営が立ち行かないため一旦クラブの終結手続きを取った後、何処かのクラブの衛星クラ

ブとして再生することも可能で、現会員からの移籍も想定されます。衛星クラブは新しいクラブに必要な 20 名

に至るまでの「仮クラブ」的な存在の他、半永続的に親クラブ内での「寄生」的な存在としても充分に想定出来

ます。即ち、親クラブ内での「第 2クラブ」として作ることで、結果として会員増強に繋がります。 

また名称は、スポンサークラブと例会時間が異なる場合 

愛知長久手・イブニング・ＲＣ衛星クラブ 

スポンサークラブと会場が異なる場合 



愛知長久手・市民会館・ＲＣ衛星クラブ と命名されます。 

ところで第 2クラブとしての衛星クラブはどんな形態が考えられるでしょうか。子クラブを作るための第 1ステ

ップ以外に、 

・ 年会費の負担を軽減して若年層が入り易くする。 

・ 職業をリタイヤした会員や出席免除会員など高年齢層の退会予備軍への再活性化支援策として、親クラ

ブに「若年層向け」、「高年齢層向け」として衛星クラブがあってもいいのではないでしょうか。また会員を男性

だけに縛るクラブでは、女性も対象とした衛星クラブを作るのもありでしょう。親クラブとは例会場や時間を変

えた食事なしでお茶だけの第 2クラブも考えられます 

先々、これら衛星クラブが新しいクラブクラブ設立へ繋がれば上出来です。今世界は多様性が求められています。

ロータリークラブも従来の慣習に従った硬直性を離れ、会員候補者の多様な求めに応じられる、すなわち「開か

れたロータリークラブ」を社会に向かって提示するにも、この衛星クラブは大いに活用できます。良し悪しは皆

さんのお考えに委ねさせていただきます。 

それではこれにて終わらせていただきます。取りとめの無い話題の卓話で申し訳ありませんでしたが、今年度皆

さんと共に東尾張分区出身の瀬戸ロータリークラブ所属の加藤ガバナーを盛り立てて、楽しみながらロータリー

活動を進めて行こうではありませんか。小谷会長のもと愛知長久手ロータリークラブさんのご活躍とご発展を期

待いたします。 

本日は大変ありがとうございました。 
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