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入江　理会場委員
「それでこそロータリー」
2008～2009年度RI第2760地区
　西名古屋分区ガバナー補佐　近藤雄亮さん
　地区副幹事　大島浩嗣さん
　西名古屋分区幹事　髙須洋志さん
　西名古屋分区幹事代理　亀井直人さん

　本日は近藤ガバナー補佐をお迎え
しての例会日でございます。本日は会
員の近藤さんではありません。ガバ
ナー補佐の近藤さんにガバナーの地
区方針等を教育して頂く例会日でござ
います。近藤ガバナー補佐、大島さん、
髙須さん、亀井さん、梅村さんにおか
れましては西名古屋分区11クラブの
訪問が終了して最後のクラブ訪問であ
ると思います。長い間我々の代表として職務を遂行されたこ
とは瑞穂RCとして大変名誉なことであり誇りに思います。全
会員を代表して心より「ご苦労さまでした」とお礼を申し上げ
たいと思います。西名古屋分区12クラブのガバナー訪問の
露払いを見事に成就されました。
　どうぞ本日は気楽にざっくばらんにお話を頂ければと思い
ます。それでは宜しくお願い致しまして会長挨拶とさせて頂き
ます。

本日例会終了後、ガバナー補佐参加による第2回クラブアッ
センブリーを開催します。13時35分から9階「ことぶきの間」
です。理事・役員及び各委員長と入会３年以内の会員の方は
ご出席ください。
次週9月25日(木)はガバナー公式訪問です。名古屋南RC、名
古屋東南RC、名古屋瑞穂RCの3クラブ合同例会となります。
次週9月25日(木)に第７回分区大会実行委員会を開催致し
ます。13時35分から16時まで、9階「ことぶきの間」です。関係
者はご出席ください。
9月4日(木)に入会予定となっていた山口正裕さんはご本人の
希望により入会が白紙撤回となりました。

・

・

・

・

幹事報告 田口　豊幹事

出席報告
会員72名　出席53名  （出席計算人数54名）

出席率84.1％ 9月11日は補填により89.2％

入山治樹出席委員

会長挨拶 松井善則会長

RI第2760地区西名古屋分区ガバナー補佐近藤雄亮さん、
地区副幹事大島浩嗣さん、西名古屋分区幹事髙須洋志さ
ん、西名古屋分区幹事代理亀井直人さんから御祝儀をいた
だきました。
今日、名古屋瑞穂RCでガバナー補佐に同行しての西名古屋
分区12クラブの訪問が終了します。ほっとしています。

近藤ガバナー補佐をお迎えして。

近藤ガバナー補佐、瑞穂RCへの訪問ご苦労さまです。

・

・

・

・

ニコボックス 入山治樹ニコボックス委員

臨時例会変更のお知らせ

大島　浩嗣さん

松井　善則さん　田口　　豊さん　増田　盛英さん

遠山　堯郎さん

※は休会・その他理由につきビジター受付はありません。
◆はサイン受付時間が17：00～18：00となります。
◇はサイン受付が17：30～18：30となります。

（注）

名古屋名駅 10/15（水）※

名古屋名東 9/23（火）※

名古屋千種 9/23（火）※

名古屋栄 9/22(月）※ 10/6（月）◆ 10/13（月）※
名古屋大須 10/2(木） 10/9(木） 10/16（木）

名古屋昭和 10/6（月） 10/13（月）※

名古屋錦 9/23(火）※ 9/30(火）

あま 10/13（月）※

9/23(火）※ 9/30(火）※名古屋城北 10/14（火）
名古屋清須 9/23(火）※ 10/14（火）
名古屋空港 10/13（月）※

名古屋葵 10/16（木）※

名古屋北 10/10（金）※
名古屋東 10/6（月）

名古屋南 9/24（水） 10/8（水）※

名古屋丸の内 9/25（木） 10/9（木）

名古屋東山 10/2(木)

名古屋守山 9/24（水）※ 10/15（水）※
名古屋みなと 10/10（金）※
名古屋東南 9/24（水） 10/15（水）
名古屋中 9/22（月）※
名古屋和合 10/15（水）※

名古屋名北 10/15（水）※

名古屋名南 9/23（火）※ 10/7（火）◇
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宗宮　信賢さん

松岡　道弘さん

松波　恒彦さん
平野哲始郎さん

山田　鎮浩さん
江口　金満さん
中川啓二朗さん
森　　恒夫さん

野崎　洋二さん

岡村　達人さん
関谷　俊征さん

稲垣　　豊さん

名古屋丸の内ロータリークラブ　
　９月１１日（木）近藤雄亮西名古屋分区ガバナー補佐、大島
浩嗣地区副幹事、髙須洋志西名古屋分区幹事、梅村昌孝西
名古屋分区幹事代理の４名が名古屋丸の内ロータリークラ
ブを訪問し、11時30分から12時10分まで会長・幹事懇談
会、12時30分か
ら13時30分ま
で例会、13時40
分から15時00
分までクラブ協
議会に出席しま
した。

ガバナー補佐訪問

会長、退院おめでとうございます。心配してました。

松井会長、退院おめでとうございます。健康に留意され、あま
り御無理をなさらずにお元気でお過ごしください。

松井さん退院おめでとう。岩田修司さん、加納さん、宗宮さ
ん、株安、大変です。三人そろってリーマン・ブラザーズ。

先日は敬老のお祝いを有難うございました。
敬老のお祝品有難うございました。大蔵さんに貴重なアドバ
イスを受けました。
敬老のお祝い有難うございました。
敬老の日には結構なお祝いを頂きました。
敬老のお祝ありがとうございました。
1)敬老の日には記念品をお送り下さり有難うございました。
2)先日はゴルフ回300回記念では川奈ホテルゴルフ場での
楽しい一泊ゴルフを企画して頂き幹事の皆さんに感謝致しま
す。
3)松井会長ご退院お目出度う！無理をせぬ様頑張って下さ
い！
川奈ゴルフ会でお世話になりました。100回記念200回記念
と今回、楽しい思いをさせて頂きました。
今月は誕生月です。51才になりました。
家内の誕生日にステキなお花を送っていただきましてありが
とうございます。

国際奉仕委員会：宗宮信賢委員長
　11月23日に行われる名古屋運動会のパンフレットを配布
させていただきました。皆さんこぞってご参加ください。
クラブ広報委員会：平野好道委員長

　川奈ゴルフの記事の入稿が若干遅れたため、ウィークリー
の発行が間に合いませんでした。お詫び申し上げます。

クラブ奉仕委員会：松波恒彦委員長
　最近メークアップをされていない方が大変多いということ
です。出来る限りメークアップをしてください。また、間違えて
人のネームカードを持って例会に出席される方がいらっしゃ
るようですので、しっかりご確認ください。

委員会報告

名古屋東南ロータリークラブ
　9月17日（木）近藤雄亮西名古屋分区ガバナー補佐、大島
浩嗣地区副幹事、髙須洋志西名古屋分区幹事、亀井直人西
名古屋分区幹事代理の４名が名古屋東南ロータリークラブ
を訪問し、11時30分から12時10分まで会長・幹事懇談会、
12時30分から13時30分まで例会、13時40分から15時00
分までク
ラブ協議
会に出席
しました。

会長・幹事懇談会
　例会前11時30分より近藤雄亮西名古屋分区ガバナー補
佐、大島浩嗣地区副幹事、髙須洋志西名古屋分区幹事、亀井
直人西名古屋分区幹事代理をお迎えして会長・幹事懇談会
が行われ、有益
なご指導を賜り
ました。（当クラ
ブ出席者：松井
会長、宇佐美副
会長、増田会長
エレクト、田口幹
事、髙木副幹事）

　皆さんこんにちは。これをもちまして一
応ガバナー補佐訪問は終了ということで、
皆さんのご支援ご協力ありがとうございま
した。先ほど、例会前に会長・幹事懇談会
をさせていただきました。瑞穂RCにおかれ
ましては長期ビジョンを重視しながら物事
を考えているということが良くわかりまし
た。非常に良いことだと思います。

　さて、今年度のRI会長とテーマについて少しお話させてい
ただきます。今年度の会長は韓国のソウルで製造業を経営さ
れている李東建さんです。彼は様々な職歴や公職歴を持って
みえますが私がその中でも関心を持ったことが2点あります。
1点は、韓国でポリオ撲滅民間部門推進計画の委員長をされ
ていること。もう1点は彼が1996年に地区のガバナーをした
ときに32の新しいクラブと約1800人の新入会員を入会させ
たというバイタリティに富み、また、人脈の広さを持っているこ
とです。今年度のテーマ「夢をかたちに」は、5才未満の子供
が、避けられる原因で毎日3万人以上亡くなっているという事
実を知った会長が、少しでも死亡率を減少させたいという思
いからできたものです。ポリオとは子供たちにとって脅威の病
気です。RIでは1979年に地球上からポリオウィルスを完全に
なくそうという運動が始まりました。その後1億2000万ドル
の寄付をベースにプログラムが組まれ、1986年7月から運用
されています。その結果、野生株のポリオウィルス保有国125
カ国以上を4カ国まで減らすことができました。昨年ビル＆メ
リンダ・ゲイツ財団が１億ドルのチャレンジグラントをロータ
リーに寄付の依頼が来ていると思いますが、こういうことを御
理解いただき是非ご協力をよろしくお願いします。

ガバナー補佐卓話

卓話 2008～09年度 RI第2760地区西名古屋分区ガバナー補佐
近藤雄亮さん



　李東建会長の掲げた強調事項は「水保全」「保健・飢餓救
済」「識字率向上」の3つです。我々人類は水とは切っても切れ
ない関係にあります。ところが昨今の大きな環境変化により川
の水が涸れてしまったり湖の水がなくなったりという現象が
起こっています。アフリカでは、水を得るために掘った深い井
戸の病原菌により多くの子供達が亡くなっています。
　識字率向上は日本ではあまり関係のないことですが、南ア
メリカ・アフリカ・東アジアでは大きな問題となっています。文
字が発明されたのは5000年前、それから人間の世界は急激
に拡大されました。文字を知らない子供達は知識を増やすこ
とができず、貧困層から脱出することができません。逆に識字
率を向上させれば何かしらのチャンスを与えることができるの
です。私は、先ほどの3つの強調事項がロータリーの永遠の
テーマだと思っています。　
　今年度の地区方針は「持続可能な前進！！組織運営で・奉
仕活動で・会員増強で…」。サブフレーズは「ロータリーに心を
　ロータリーを心に　ロータリーの心を」です。ダーウィンの
言葉に「生きのびるために必要なものは強さでも賢さでもな
く、変化に素早く対応できることである」というものがありま
す。ロータリーも時代の変化に対応していかなくてはなりませ
ん。そこでRIはDLPやCLPを提案しました。しかしRIは大枠の
指示をすることはできますが詳細なことについては各クラブが
各自の環境に合わせ議論し改善していかなければなりませ
ん。今から5億7000万年前～５億1000万年前のカンブリア
紀に最強であったアノマロカリスが絶滅した理由は、子孫を残
すことができなかったためと言われています。それを私たちに
重ねて考えると、新世代そしてその次の世代を担う子供達を
育てなくてはロータリーも同じように絶滅してしまうのではな
いでしょうか。ぜひ新世代にも目を向けていただき色々な意味
での教育をお願いしたいと思います
　「箸よく盤水を回す」という言葉があります。小さな努力がい
つか大きなエネルギーとなるという意味です。瑞穂RCもその
ようにエネルギッシュに頑張ってください。

　クラブ奉仕委員会としましてクラブ奉仕担当の10委員会の
各委員長より色々な事業についてご相談をいただいておりま
す。私としては各委員長の思うようにやっていただければ良い
と思います。出来る限りその補助をしたいと考えています。

クラブ奉仕委員会：松波恒彦委員長
第2回クラブアッセンブリー 進行：田口幹事

　10委員会それぞれ委員会名はついておりますが、すべて関
係していると思うので委員会を通じて縦横のつながりを密に
してお互い助け合えるところは助け合ってください。

近藤雄亮ガバナー補佐

　半期毎に会員の出席を集計し皆様にお配りしています。ま
たニコボックスの年間の合計額が減っているので皆様に寄付
していたけるよう啓蒙したいと思います。

出席・ニコボックス委員会：岩田修司委員長

　例会だけではなく分区大会、地区大会の出席も奨励してい
ただきたい。そして早退防止についても考えていただきたいと
思います。ニコボックスの寄付は強制できないことかもしれま
せんが、皆さん協力して頑張って下さい。

近藤雄亮ガバナー補佐

　今年度は1名の方がご入会されており更にもう1名入会予
定の方がみえます。現在、退会された方のご子息にアプロー
チしており、入会にこぎつけられたらと思っています。

職業分類・会員選考委員会：西本　哲委員長

毎日倫理観・道徳観を疑うような記事が新聞に載っています。
ロータリーの原点は綱領にあるように「道徳的レベルを上げ
る」とあります。自分の職業を一生懸命経営し、地盤を強くす
ると同時に倫理観・道徳観のレベルを上げていくように奨励
していただきたいと思います。

近藤雄亮ガバナー補佐

　今年から3年計画で「チャレンジ3」として現在72名の会員
を100名にするという目標が承認されました。先ず、役員・理
事・理事会構成メンバーの方・各委員長の方に必ずお一人ず
つ例会にお呼びしていただくことになりました。また、その例
会はクリスマス例会や創立例会など、少々お金がかかります
がそのような例会に呼んでいただいて、入会に結びつけてい
きたいと思います。是非とも今年は皆様方のご協力を得て、と
りあえず資質のある10人を増やしたいと思います。

会員増強及び維持委員会：天野正明副委員長

　「退会者を減らせば選考時にかなり厳しく選考できる」そう
です。退会者を少なくし、いい人を入れていきましょう。

近藤雄亮ガバナー補佐

　ウィークリーを早く正確に作成できるよう進めていきたい
と思います。また分区大会のプログラムも担当しており、パン
フレットを作成中です。クラブのホームページは松波委員長と
相談しながら修正していく予定です。

クラブ広報委員会：平野好道委員長

　外に対して広報するときはなるべく専門用語は避けるよう
考慮していただきたいと思います。分区大会は中部経済新聞
にとりあげていただきたいのでよろしくお願いします。

近藤雄亮ガバナー補佐

　7月31日に親睦例会を開催し、色々企画をさせていただき
ました。一泊懇親会を10月に開催します。またクリスマス例会
と上期納会についても進めております。来月の理事会ではそ
の協議をさせていただきたいと思います。

親睦活動委員会：加納　裕委員長

　卓話の内容をなるべく会員の方の興味があるものにしたい
と考えています。皆さんに注意してもらえるよう、できるだけ病
気の話も取り入れていきたいと思っています。

プログラム委員会：田中隆義委員長

　親睦＆プログラムは関連のある委員会です。クラブによって
は親睦例会を家族例会にしているところや、近隣の人や友達
を呼んでいるところもあります。プログラムに関しても、例会の
卓話だけでなく年間の会の運営について考えていただけたら
良いと思います。

近藤雄亮ガバナー補佐

　今年度への要望事項の中に「マスコミ手段を通じてロータ
リーの活動を大衆に伝達してほしい」というものがありまし
た。現在、新聞社へアポをとり良い方法を検討中です。

ロータリー情報委員会：岩本成郎委員長



10月2日（木）次週卓話

9月25日（木）今週行事
ガバナー訪問
場 所 ヒルトン名古屋4階「竹の間」：

10月9日（木）次々週卓話

　今年度11月に西名古屋分区がホストで異業種グループ研
究を行います。ポリオ撲滅3年計画に当クラブも参加するので
寄付金の納め方などを来月の理事会で諮りたいと思います。
11月10日から14日までの5日間、西名古屋分区としてホー
ムステイの受け入れをします。また11月13日にオハイオ州の
チームリーダーにプレゼンをしていただくことになっています。

ロータリー財団委員会：八木沢幹夫委員長

　委員長会議でいただいた資料をもとに卓話をさせていただ
きます。また、寄付金の単価が12RC内で最低となっておりま
すので理事会において是非ご検討いただきたいと思います。

米山奨学会：松岡道弘委員長

　国際奉仕・ロータリー財団・米山奨学会は、日本の良いとこ
ろをいかに海外に広めていけるかということが重要です。親睦
やプログラムなど他の委員会と協力しあって、海外の人たちを
日本の文化に触れさせるチャンスを作ってください。

近藤雄亮ガバナー補佐

　今年度は昨年発足した青少年育成基金、会員増強の２点
を検討していきたいと思います。育成基金も、皆さんに寄付の
報告をすることによって理解を深めていただけるのではない
かと考えています。会員増強については委員会の中での呼び
かけなどにより昨年より積極的に進んでいる気がするのでも
う少し加速できるようバックアップしたいと思います。

長期ビジョン委員会：大島浩嗣委員長

　ロータリーの活動は原則単年度ですが、中・長期の立場に
立ち、問題が起こる都度よく議論してください。また分区大会
では新人会員と中堅会員の調和を図り、分区を超えた質問を
していただくと良いと思います。

近藤雄亮ガバナー補佐

　来週、7回目の委員会を開催します。分区大会は2009年2
月19（木）に4部構成（第一部「新人会員研修セミナー」、第二
部「式典」、第三部「講演」、第四部「懇親会」）で開催します。パ
ンフレットは発注済で24日頃に出来上がる予定です。

分区大会実行委員会：増田盛英委員長

　今回12クラブをまわり、そのうち9クラブのクラブアッセン
ブリーに参加し、どこも非常に活発な委員会活動をされてい
ると感じました。他のクラブを見ることで良いところをたくさん
吸収できました。現在メークアップが2週間に延びたため、他
クラブへの例会ビジター出席が減少しています。年に2,3回で
よいので他クラブの例会へ参加してみると、自クラブとの違い
がよくわかり新鮮味を感じられると思います。
　また、最近このような会議での欠席が目立ちます。出られな
いときは必ず代理の方に出席要請をし、会議を盛り上げてい
ただきたいと思います。それがクラブの進歩につながっていく
と思います。

大島浩嗣地区副幹事総評

　職場例会をOSGの本社で10月23日に行う予定です。また
職業奉仕について卓話をするようにということでしたので、
しっかり勉強して私なりにお話しさせていただきます。

職業奉仕委員会：馬場將嘉委員長

　ロータリーの綱領の中に「道徳的レベルを上げる」とありま
すので自分の職業を一生懸命経営し基盤を作ると同時に倫
理観・道徳観を上げていくよう奨励していただきたいです。

近藤雄亮ガバナー補佐

　8月16日に派遣留学生の帰国報告会に出席しました。また
8月23日には台湾へのホームステイを行いましたが前委員長
の平野さんに一任してしまい心苦しく思っております。11月の
表敬訪問に関しては松井会長や西本さんにご相談しながら
進めさせていただきたいと思います。

国際奉仕委員会：宗宮信賢委員長

　例年通り瑞穂区防犯協議会・熱田区防犯協会に支援をい
たしました。市内23ロータリーの社会奉仕活動では、スペ
シャルオリンピックス、メイク・ア・ウィッシュ、インフルエンザ
脳症の会の3つの活動を考えております。特にメイク・ア・
ウィッシュは瑞穂RCで提案したものなので積極的にバック
アップしながらやっていきたいと思います。

社会奉仕委員会：伊藤　豪委員長

環境保全委員会：欠席

　新しいテーマはどれも子供達のためという方針に基づいた
ものです。是非ご協力お願いします。環境に関しては日本でも
酸性雨による生態系の変化などが大きな問題となっておりま
す。オゾン層の破壊にも地球温暖化が関係しているそうです。
皆様方も会社の経営者として呼びかけをお願いします。

近藤雄亮ガバナー補佐

　9月2日に地区で開かれた新世代委員長会議では、新世代
とは何かということを教えてもらい大変勉強になりました。ま
た先週は地区の副委員長に新世代のお話を伺い理解が深
まったと思います。青少年育成基金は長期ビジョンで検討し
ており、なんとか前向きな方法で対応したいと思っておりま
す。ローターアクトは非常に活発に活動しています。出席予定
表につきましても皆さんのご協力をいただき今のところ対応
できております。熱田ローターアクト25周年記念が6月に予定
されておりますので積極的にバックアップしたいと思います。

新世代・ローターアクト委員会：稲葉　徹委員長

　どうすれば新世代を育成できるかということを考える時期
だと思います。実際のものを見て聞いて、先輩として意識付け
のできるアドバイスをしていただきたいと思います。

近藤雄亮ガバナー補佐

　クラブ計画書のとおり快適な例会を目指して努力していき
たいと思っています。

会場委員会：堀　慎治副委員長（代理）

　プログラム委員会と話し合い楽しいクラブ運営をすると同
時に、社交の場として、特定の人が特定の場所に固まるので
はなく、例えば新人の方がベテランの方と話し合う場を作る
など工夫をしていただきたいと思います。

近藤雄亮ガバナー補佐

卓話講師
テ ー マ

名古屋地方裁判所刑事次席書記官　鈴木 孝始さん
裁判員制度について
：
：

会員卓話
テ ー マ

松岡　道弘さん　
米山奨学会の近況
：
：

　ロータリーの目的を知るため綱領をよく理解し、目標を達
成するための情報を１人１人が理解できるように流していた
だきたいと思います。

近藤雄亮ガバナー補佐
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