
 

 

 

 

 

 

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 奥野悦弥 幹事 伊藤広治 会報 青山和成   事務局 TEL:0561-64-5446 

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

インスピレーションになろう 
本日 第 741 回 2019 年 3 月 26 日(火曜日)733 号 

 

＜本日のプログラム＞ Today’s Program    

 

 

 

 

 

◇ 点 鐘                             

◇ ロータリーソング  「我らの生業」              

                               

 

前回 第 740 回例会 2019 年 3 月 12 日（火曜日)記録 

＜出席報告＞ h

a 

 
 

 

    

         

＜会長挨拶＞  カレーセット 

                                       

愛知長久手ロータリークラブ 

会長  奥野 悦弥 

 

        

   

みなさんこんにちは。3 月中旬花粉症の季節と相まってそろそろサクラの便りも聞かれる季節になりました。

本日は、村井ガバナーが、ビジターでお越しになられております。ご遠方のところ、またお忙しい中本当に

ありがとうございます。ごゆっくり我が長久手ロータリークラブの雰囲気を味わっていただければと思いま

す。また後程ぜひガバナー活動などの近況をお拝聴できれば幸いです。 

さて、少し前の話になりますが 2 月 23 日 IM への参加お疲れさまでした。大変タイミングよくはやぶさⅡ

の「りゅうぐう」への着陸成功に沸いた当日でした。そんな中 JAXA の川口淳一郎さんのご講演があり大

変興味深いお話が聞けたと思います。テーマが「決してあきらめない人になろう」。あっどこかで聞いたテ

ーマ。「～の人になろう」村井ガバナーが、PETS でお話しされた RI 会長の今年度のテーマ「BE THE 

INSPIRATION」だと。その折村井ガバナーから宿題がありました。「BE THE INSPIRATION」～を

する人と訳してロータリーの会長としてどのようなリーダー、人になるのか？そのこととオーバーラップし

ました。あれからもう 1 年が経ち今日は、PETS の報告会です。私自身も～の人になれたか分かりません。

しかし、この PETS1 周年の時に村井ガバナーが来てくださったということは感慨深い思い出一杯です。村

井ガバナーが提唱された「あなたの街でロータリーを！あなたの街からロータリーを！」ということで去年

7 月より地域に根ざした活動をしてきました。今日の卓話の PETS を受けてほぼ残りの 6 月までの約 3 か

月は、新しい年度への引継ぎ作業の会長職かもしれませんが残りも期間も何卒宜しくお願い致します。 

 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１８－２０１９ 

WEEKLY 

 

於：博多 今池本店 

開会 19:00～  

員 総 数 17 名 

出 席 者 13 名    出 席 率  76.47%     前々回補正出席率  100.0% 



＜委員会報告＞ 

【委嘱状授与】           【米山奨学生奨学金授与】             

 

 

 

 

 

 ・地区社会奉仕委員 日野典子さん   ・米山奨学生                 ・青少年交換留学生 

 ・地区計画戦略委員 日野典子さん       汪 洋さん            山田 空さん 

 ・地区米山奨学委員 神谷恵理さん 

 

【祝福】 

 

       

 

 

 

■ニコボックス委員会■ 

 

・例会にお邪魔いたしました。残りの期間もよろしくお願いします。  RI2760 地区 ガバナー 村井總一郎 

・村井ガバナー本日はお越しいただきありがとうございます。来年度奨学生のやまださんようこそ  奥野悦弥 

 お越しいただきました。卓話の PETS 報告よろしくお願いします。 

・村井ガバナーようこそ愛知長久手ロータリークラブ RC へ。山田空君、誠さん今年はよろしく   伊藤広治 

 頑張って下さい。奥野会長お誕生日おめでとうございます。 

・本日も宜しくお願いします!!                                 丹羽司一 

・村井ガバナーようこそおいで下さいました。奥野さんお誕生日おめでとうございます。山田さん 

 よかったですね。 

・村井ガバナーようこそおいで頂き有りがとうございます。よろしくご指導下さい。        大島昭夫 

・青少年交換お世話になっております。孫の山田空とその父親とお邪魔させていただいております。 山田文明 

 よろしくお願いいたします。 

・村井ガバナーようこそおいで下さいました。山田誠様・空様交換留学生頑張って下さい。     中川清子 

本日 PETS の報告をさせていただきます。よろしくお願いします。 

・村井ガバナーようこそおいで下さいました。山田誠様・空様交換留学生頑張って下さい。     田中信子 

・本日も宜しくお願いします。                                伊藤 真 

・村井ガバナーようこそおいで下さいました。本日も宜しくお願いします。            神谷恵理 

・皆様花粉症は大丈夫ですか？今日もよろしくお願いします。                  大月涼子 

・春らしくなってまいりました。桜も来週には開花しそうであります。本日もよろしくお願い    近藤鋭雄 

 お願いいたします。 

・本日もよろしくお願いします。                               大橋良宣 

・本日もよろしくお願いします。                                 小谷恒夫 

  “ スーツの日  札布と相談チーズケーキ  日本一高いネ  ハウスオブフレーバーズ” 

 

 

 

 

 

 

      

  3月 2日  奥野 悦弥 

    

   

   

              

    



＜幹事報告＞ 

① 本日第９回理事役員会を、例会終了後に行います。理事役員の方は例会終了後お集まりください。 

② 4/14(日)次年度地区研修協議会がホテルナゴヤキャッスルで開催されます。次年度委員会委員長に 

任命され方につきましては、ご予定の程よろしくお願いいたします。本日確認させていただきます。 

   ③ 次週 3/19(火)例会は同週祝日振替休会になります。次回例会は 3/26(火)米山奨学生送別夜間例会 

     になります。場所は「博多 今池本店」 受付 18:45  開会 19:00からとなります。 

よろしくお願いいたします。 
 

＜卓話＞              「PETSにいって」        会長エレクト 中川清子 

 

来期の RI会長は、マーク・ダニエル・マローンさんという、アメリカの弁護士さんです。 

テーマは「ロータリーは世界をつなぐ」です。 

ロータリーの礎は「つながり」です。若い弁護士としてシカゴにやって来たポール・ハリスがロータリーを創

設した最大の理由、それは、見知らぬ街でほかの人たちと「つながる」ことでした。それから１世紀以上が経っ

た今、私たちの周りには、ポール・ハリスの時代には想像もできなかったような友情とネットワークを築くため

の方法が数多く存在します。それでも、ロータリーにおける「つながり」は独特であり、ほかに類を見ません。 

クラブはロータリーでの経験の中心部ですが、今ではクラブのあり方をより創造的かつ柔軟性をもって決めるこ

とができます。これには例会の方法や、何をもって例会とするかを検討することも含まれます。会員増員のアプ

ローチにおいては、組織立った戦略的・革新的な方策が必要です。そうすることで、地域社会とのより広く、深

いつながりができるだけでなく、より多様な会員に魅力を感じてもらい、積極的な参加を促すことができるでし

ょう。 

実際のところ、ロータリーは家族です。そうであるにも関わらず、会員組織の構造やリーダーシップの要求な

どがあることで、今日の若い職業人にとってはロータリーが手の届きにくい存在となっているようです。ロータ

リーは、家族との時間を犠牲にするのではなく、家族との時間を補うような経験を提供する場である必要があり

ます。クラブが温かく、みんなを受け入れるような雰囲気であれば、家族と奉仕活動は両立でき、家族志向の若

い職業人にロータリー奉仕や市民としての参加の機会を提供できます。また、ロータリーの役職に対する期待事

項を、多忙な職業人にあわせて現実的かつ管理可能なものとすることで、将来ロータリーのリーダーとなる次世

代のロータリアンのスキルを高め、ネットワークを築くことができるでしょう。 

2019-20年度には、「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマの下、ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、

寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こすためのつながりを築いてまいりましょう。 

次に、日本に目を向けて、2760地区ガバナーのお話をお伝えします。 

来期の 2760 地区ガバナーは、伊藤 靖祐さんという慶応出身、三井物産入社、その後、幼稚園経営に携われた

昭和３４年生まれの方で「江南ロータリークラブ」所属です。 

 

テーマは「グローバルに考え、地区社会とつながりロータリーを成長させよう」です。 

 ① Connect   つながっている 

 ② Transform  変革する 

 ③ Inspire     鼓舞する 

 ④ Impact     衝撃 

 ⑤ Together   一緒に 

 

この５つの中核的価値感をベースに、ロータリークラブを成長させよう。 

というものです。 

ロータリーには「変えた方がよいもの」「変えない方がよいもの」があり、 

変えない方がよいもの 

  〈不易〉 

・ ５つの中核的価値感 

・ ４つのテスト 

・ ロータリーの目的 

  〈流行〉 

変えた方がよいもの、又は変えるものは 

「戦略的計画」で（会長は、クラブをデザインしていこう） 

キーワードは、 知的多様性 

        革新的柔軟性 

              適応能力を高めることです。 

と、教えて頂きました。 

仲々難しい言葉使いもあり、一生懸命耳を傾け、身を乗り出して聞きましたが、まだまだ私の中では充分な理解

に至っていません。これからクラブの皆様といろいろ奉仕活動等をやりながら、その意味を勉強しましょう。 



 

 

～ラオス「水と衛生」「識字率向上」＋One 奉仕プロジェクト表彰状～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                              

            

      

4 月 2 日(火) 4 月 14 日(日) 4 月 16 日(火) 4 月 21 日(日) 

 

夜間花見例会 

 

2019-20 年度 

地区研修協議会 

 

地区研修協議会報告 

 

親睦家族例会 

(華 野) （ホテルナゴヤキャッスル） （瀬戸商工会議所）  

今、ラオスで求められていること「インフラ整備」と「子どもたちの教

育」です。この海外奉仕活動事業は 2016 年よりラオス「水と衛生」「識

字向上」プロジェクトを立ち上げました。個人・クラブ単独事業と違い

第 2760 地区内 85 クラブ・個人に参加を呼びかけ、スケール規模を大き

くして、ラオス・ビエンチャン県の山村の小学校に集中して奉仕活動を

する事業です。費用負担はロータリーが 2/3.ロータリーは建設資材の提

供し、村人が米作りの終わる乾期に村人が建設作業をする企画です。 


