
ROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHOROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHO 1980年(昭和55年)1月10日
伊藤　　豪
梅村　昌孝
田中　　宏
毎週木曜日 PM12：30～
ヒルトン名古屋

創 立
会 長
幹 事
クラブ広報委員長
例 会 日
会 場

:
:
:
:
:
:

2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ
Be a gift to the world
世界へのプレゼントになろう

Weekly 
     Report
Weekly 
     Report2015～2016年度

名古屋瑞穂ロータリー会長のテーマ
輝いて!!行動しよう!!
～Go Go Go～

2015～2016年度
名古屋瑞穂ロータリー会長のテーマ
輝いて!!行動しよう!!
～Go Go Go～

460-0008
名古屋市中区栄1丁目3-3 
ヒルトン名古屋910号
052-211-3803
052-211-2623
2760_nagoya@mizuho-rc.jp
http://www.mizuho-rc.jp/

：

：
：
：
：
：

事 務 局

T E L
F A X
M A I L
U R L

2015年9月17日（木）  雨  第10回

クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
～基本的教育と識字率向上月間～第1711回例会
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大嶽達郎会場委員長

「我等の生業」

ガバナー補佐　近藤雅夫さん

西名古屋分区副幹事　浦野廣高さん

地区副幹事　加藤令吉さん

地区スタッフ　加藤定江さん

会長挨拶 伊藤豪会長

会員67名　出席49名  （出席計算人数48名）

出席報告

出席率　87.5％ 9月10日は補填により 91.7％

　皆様こんにちは、本日は近藤雅夫ガバナー補佐、

加藤令吉地区副幹事、浦野廣高分区副幹事、加藤

定江地区スタッフをお迎えしての例会です。

　例会前の11時半より平野副会長、八木沢会長エ

レクト、梅村幹事、関谷副幹事の同席の下、ガバナー

補佐の皆様と懇談会を開催させて頂き、ご指導を賜

りました。本日の卓話は、近藤ガバナー補佐より頂戴

いたします。

　また、例会終了後のクラブ協議会では、各委員会の委員長さんより方針等

を発表して頂き、ご指導をして頂きますので、よろしくお願いいたします。

　報告事項ですが、今週の月曜日に福岡西RCの「お月見例会」に行って参り

ました。名古屋瑞穂RCからは14名の皆様が参加されました。西鉄グランド

ホテルでの例会は、正面舞台に「満月のお月様」「すすき」と「月見団子」が飾

られ、和気藹々の中で例会が始まりました。

　例会と懇親会の間に、精華女子高等学校の生徒さんによる吹奏楽演奏が

あり、真鍋会長、橋本幹事のお取計らいにより、かぶりつき席を用意していた

だきました。迫力満点の東京オリンピックのファンファーレに始まり、軽快な

行進曲･スポーツ音楽･ポップス･黒田節等と共に、ダンス・剣舞・マーチング

バンドあり一糸乱れぬ演奏・動きがありました。さらに演奏している人の笑顔

が最高でした。心洗われる演奏に拍手喝采！！感動しました。

　この精華学園の理事長は、福岡西RCの会員だそうです。また、精華女子

高等学校の吹奏学部は1978年に創部され、現在約150人の部員からなり、

全日本吹奏楽コンクールで9回（内7回連続）金賞を受賞、全日本マーチング

コンテストでは参加した15回全てで金賞を獲得するなど、輝かしい成績を

誇る名門バンドだそうです。CDデビューも果たしているそうです。

　演奏後は、懇親会に引き続き、中州での2次会･3次会で福岡の夜を満喫

して参りました。11月19日（木）に行われる、名古屋瑞穂RCのボジョレー

ヌーボー例会への参加のお願いもして参りました。

江地区スタッフよりご祝儀を頂きました。

近藤ガバナー補佐、浦野分区副幹事、加藤地区副幹事、加藤地区スタッフを

お迎えして。ご指導よろしくお願いします。9月20日は私の誕生日です。

熱田区のことで、皆様にご協力して頂いています。ありがとうございます。9月

10日は誕生日でした。

妻の誕生日にキレイな花を頂きありがとうございました。

近藤雅夫ガバナー補佐、加藤令吉地区副幹事、加藤定江地区スタッフ、浦野

廣高西名古屋分区副幹事、ようこそ名古屋瑞穂RCへ。

近藤ガバナー補佐ご苦労様です。加藤令吉副幹事ご無沙汰しています。

福岡西RCの「お月見例会」へ行って参りました。「お月見」だけですよ。他には

行ってないですよ。ねえ、山口さん。

福岡西RCのお月見例会に参加して参りました。大変歓迎を受けて帰って参り

ました。ボジョレーヌーボの夜間例会には多勢でご参加下さることを願ってい

ます。

9月27日午後3時、午後5時、白川ホールでバッハのカンタータを歌います。

すみません、バッジを忘れました。髙須さん、ウィークリーのご指摘ありがとう

ございました。

久 の々例会です。いつもすみません。

梅村昌孝幹事

広瀬弘幸出席委員

幹事報告
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第2760地区 西名古屋分区

近藤　雄亮さん

鈴木　淑久さん

馬場　將嘉さん

伊藤　　豪さん

関谷　俊征さん

髙須　洋志さん

野崎　洋二さん

平野　好道さん

田中　　宏さん

酒井　俊光さん

近藤雅夫ガバナー補佐、浦野廣高分区副幹事、加藤令吉地区副幹事、加藤定・

ニコボックス 広瀬弘幸ニコボックス委員

・

・

本日13：40～15：00ガバナー補佐との第2回CAをヒルトン名古屋9階

「ことぶきの間」にて行います。終了後、第3回理事会を行います。

9月24日（木）臨時CFをヒルトン名古屋4階「桜の間」にて行います。

委員会･同好会報告

※中野さんがパーティ欠席の為、ゴルフ部会規定により佐治さんが優勝とな

りました。

第363回10月度ゴルフ例会は10月16日（金）、名古屋ゴルフ倶楽部和合

コースにて４RC親睦ゴルフコンペとして開催されます。

ゴルフ部会　9月度(第362回) 開催日：9月18日(水)

・ グロス
91
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HDCP
19
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優勝 佐治寬行さん
中野健二さん2位

89 15

ネット
72
69
74村上　学さん3位

氏名



　例会前、近藤ガバナー補

佐との懇談会が開かれ、伊藤

豪会長、平野好道副会長、八

木沢幹夫会長エレクト、梅村

昌孝幹事、関谷俊征副幹事

がご指導を賜りました。

ガバナー補佐との懇親会

　名古屋瑞穂RCは、私が入会した頃に名古屋南

RCから移籍された会員が何名かお見えになり、よ

く声をかけて頂いて、一緒に食事をした経験がご

ざいますので、親戚の家に来た感じでございます。

　名古屋瑞穂RCは昨年、ガバナーを輩出され、会

員の皆様がガバナーを支えて大活躍され、成功年

度にされましたことを、本当に感心しております。

　ガバナー補佐の役割を説明させて頂きたいと思います。2760地区は83ク

ラブございますが、8つの分区に分かれており、私は西名古屋分区を担当して

います。ガバナーが率いる地区と、担当するクラブのパイプ役でございます。地

区へのご要望等がありましたら、気楽にお声がけ頂ければよいかと思います。

　皆様にお願いがあります。第3回目のWFFが10月24・25日に久屋大通公

園で開催されます。広告の協賛が集まりが悪いようですので、ご協力をお願

い出来たらと思います。また、10月25日はロータリージャパンデーとなって

おりますが、例会変更をして参加して頂けるということで、お礼申し上げます。

　今年度の第2760地区ガバナーは、瀬戸RCの加藤陽一さんです。RCへの

入会は1996年となっております。RCに対する知識や情熱は他のロータリア

ンには負けない方ですが、何より気さくな人柄で大変温かみのあるガバナー

です。今年度の地区方針は「ロータリーの原点に学ぶ」ということでございま

す。具体的な行動指針は

・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

　一方RIテーマは「世界へのプレゼントになろう」です。強調事項は

①ポリオ撲滅

②人道的奉仕を高める

③ロータリーのイメージと認識を高める

④オンラインツールの利用

　加藤ガバナーがRIテーマを受け、もう一度RCの原点を皆で考えようとい

う地区テーマを出された点に、ロータリーに対する思い、危機感が表れてい

るのではないかと思います。

　私が入会をした頃、RCは100％の例会出席が原則だと先輩方に教えられ

ました。どうしてもホームクラブに出席出来ない時はメーキャップをしなさい

と言われました。また、役割は引き受けなさいとも言われました。ロータリー

の奉仕は職業を通じてのものであり、1人1人の奉仕の精神が一番大事だと

も教えられました。

　話は変わりますが、俳句の言葉で「不易流行」という言葉があります。ロー

タリーにおいても継承していかなければならない「不易」と、社会情勢の変化

に応じていく「流行」があると思います。奉仕の部分で考えると、対外的な奉

仕活動である、社会奉仕・国際奉仕活動が「流行」であると思います。会員歴

が長い方は、入った頃と違うなと感じることがあるかと思いますが、RIが継続

的奉仕プロジェクトを推進している現状も「流行」の部分と考えれば、一定の

理解が出来るのではないでしょうか。

　一方で「不易」はクラブ奉仕活動と職業奉仕活動であり、ここにロータリー

の原点があるかと思います。加藤ガバナーが例会への出席を強調されますの

は、奉仕の精神は親睦が深まってこそ出来ると考えていらっしゃるからだと

思います。ロータリーが他の団体と異なる点は職業奉仕の理念があるという

事です。奉仕を通じてロータリアンは自らの職業倫理を高めていきます。「不

易」の部分を忘れてしまうと、規模が大きいだけの団体になってしまいます。

　RIが団体奉仕活動に力を入れている今だからこそ、例会への出席と会員

同士の親睦、職業奉仕の理念を再確認する必要があると思います。

　加藤ガバナーは例会出席を強調されていますが、メーキャップをされる場

合は他クラブの例会出席をされることをお勧めします。私は若い頃、全国各

地の例会へ出席してきましたが、ロータリーバッジを付けているとすぐに歓

迎して頂き、面白い経験が出来ました。

　最後になりましたが、伊藤会長の下、より充実したロータリー年度になり

ますことを祈念いたしまして、卓話とさせて頂きます。

ガバナー補佐訪問

　9月14日（月）に国内友好クラブの福岡西

RCのお月見例会に伊藤会長はじめ14名の会

員が参加しました。

　じゃんけん大会や精華女子高等学校吹奏楽

部のマーチングバンド演奏で大変盛り上がり、

有意義な時間を過ごしました。

ポールハリスフェロー表彰
　髙原昌宏さんがポールハリスフェロ

ー表彰をされ、伊藤会長より記念品を

贈呈されました。

米山功労者表彰
　髙原昌宏さんが米山功労者表彰をさ

れ、伊藤会長より記念品を贈呈されまし

た。

西名古屋分区ガバナー補佐　近藤雅夫さん卓話

会長挨拶

ガバナー補佐との第2回CA

　ガバナー補佐を迎えてのクラブアッセンブリーを開催いたします。委員長

の皆さんからご意見を伺い、また、ガバナー補佐からのご指導をお願いした

いと思います。

福岡西RCお月見例会訪問



加藤令吉地区地区副幹事

　瀬戸RCで初のガバナーが輩出されました。昨年は補佐でありましたので、

名古屋瑞穂RCにも知り合いの方がみえます。今年は副幹事として、CAに参

加いたします。よろしくお願いします。

クラブ奉仕委員会：亀井直人委員長

　各関係委員会と提携を取り、より充実したクラブライフを提供していきま

す。計画といたしましては、年2回のクラブ奉仕協議会、I.D.M.の開催。各委員

会が相互に親睦を深める為の委員会を開催する。RI会長賞に挑戦します。

出席・ニコボックス委員会：鈴木健司委員長

　出席委員会では、出席の意義を理解して頂き、出席率の向上を図ります。

計画といたしましては、例会時の出席報告、出席状況のチェックとメークアッ

プ期限の通知、2ヶ月ごとの出席状況の集計と報告を行います。

　ニコボックス委員会は、例会時にニコボックスの報告、ご夫人の誕生日に

記念品をお贈りいたします。

会員増強及び維持・会員選考・職業分類委員会：亀井直人副委員長

　会長方針に従い3名純増を目指し、情報交換及び、入会希望者との交流

を深め、ロータリーの理解向上を目指します。また、現在の会員と違う職業の

会員入会を目指し、半期に2回程度会員同士の情報交換をおこないます。

近藤雅夫ガバナー補佐より

　クラブ奉仕委員会は、各委員との親睦を深める計画を上げていましたが、

参考までに、名古屋東南RCでは、委員会を縦割りで3つのグループに分け

て、半期に1回の合同委員会を開催し、情報を共有しています。

　出席につきましては、昨年のホームクラブの出席率は82.3％で、メークア

ップ率も97％で、かなり良い方です。

　ニコボックスも、1人あたりの金額が西名古屋分区では最高であり、極め

て優秀であります。無理をしてお願いすると問題ですので、上手にやって頂き

たいと思います。

　会員増強・維持は、各クラブ会員数の減少がみられます。年間900万～

1000万の費用がかかるホテルでの例会などの財政の問題にも関わってき

ます。例えば、何年後に何十名の会員数を目指す等の、具体的な中期～長期

の目標を持つことも大事かと思います。一度に無理な人数を増強しても退会

者が出ますと、折角の増強も意味がありません。また、各クラブごとに適性規

模があるかと思います。会員同士が友好関係を築けて居心地が良く、財政面

から見ても適性な人数を目標とすることも必要かと思います。

R情報・研修委員会：市岡正蔵委員長

　会長方針に沿って、地区研修委員会との連携の下、魅力のあるロータリア

ンの育成を目指します。先輩会員を交えた新会員研修会を上期・下期で各1

回行い、終了後は発表・懇親の場を設けます。

近藤雅夫ガバナー補佐より

　ウィークリーを、基本的にインターネットで配信をされているということ

で、経費の点から考えても丁度良いと思います。

　親睦活動の特別例会もあまり多いと、出席率が下がってしまう影響が出

てしまう可能性があります。現在の、年度毎6回の開催は適当な数であると

思います。

　名南RCでは会員による時事卓話があります。これは各会員の専門職の知

識を活かし、話題となっているニュースの見解を卓話として発表するもので

あり、職業奉仕に繋がります。また、半期分の卓話リストを事前に発表するの

も面白いかと思います。卓話の内容が分かっていれば、興味のある卓話の日

は、早い段階から参加をしようと意識をするので、出席率にも繋がるかと思

います。

クラブ広報委員会：田中宏委員長

　会長方針を分かりやすく会員に伝え、会員増強につながる外向きの広報

に努めていきます。計画としては、例会内容、委員会・同好会情報を正確に伝

えるウィークリーの発行、メディアを通じて地域社会に活動内容を伝えるこ

と、ホームページの改善などを行います。

　ウィークリーに関しましては、基本的にはインターネット配信をし、インタ

ーネットの操作が分からない方の分は、例会場でプリントしたものを配布す

る方針です。

親睦活動委員会：川本昌市副委員長

　会員相互の親睦を深める為の例会を開催します。7月に親睦例会が無事終了

いたしました。今後の予定と致しまして上期は、クリスマス家族会、上期納会、下

期は創立記念例会、春の家族会、下期納会を予定しています。

プログラム委員会：湯澤勇生委員長

　多業種に渡る会員の特性を活かし、視点を変えた卓話を実施する事によ

り、会員各位の知識の向上を図ります。活動計画と致しましては、ロータリー

月間に合わせた内容の卓話を実施し、会員による卓話の機会を増やします。

また、いろいろな業種の方々に卓話を依頼していきます。

加藤令吉地区副幹事より

　先程ガバナー補佐が挙げられたように、名古屋熱田RACに関して、4クラ

ブが集まり、冷静に分析するのが良いかと思います。会場はホテルが必要か

等、お金と効果をはっきりと見直す必要があるかと思います。

了しています。

　IACは7月に瑞陵高等学校IAC認証状伝達式を終了しており、年次総会で

初お披露目も無事終えました。今後は例会の出席を計画しており、9月7日

（月）の例会に参加してきました。その例会ではWFFの当日の計画等が報告

されていました。また、各IACの海外派遣も修了し、無事に帰国しました。

青少年奉仕・RAC･IAC委員会：山口哲司委員長

　名古屋熱田RAC例会への出席・合同例会開催、RYLAセミナーの参加を

計画しています。

　交換留学生につきましては、8月にスイスに帰国をされましたので、無事終

近藤雅夫ガバナー補佐より

　名古屋熱田RACは4つのクラブから提唱をされており、予算も300万あ

り、他のRACよりも多くなっています。単なる足長おじさんでいいのかと思い

ますので、一度、RACの存在意義を4つのクラブで、見直しを含めて考えてみ

てはどうかと思います。

　瑞陵高等学校IACの提唱等、青少年支援も積極的に行っており、良いと思

います。全部をこなすのは無理なので、特色を1つ持てば良いと思います。

加藤令吉地区副幹事より

　出席の集計や2ヶ月ごとの報告など丁寧で良いと思います。欠席者へのメ

ール等も大事かと思います。

　会員増強・維持につきましては、退会者が少なく、入会者が多いので順調

で素晴らしいと思います。

　全体で言えることは、委員会のダブルキャストは良いと思います。

近藤雅夫ガバナー補佐

　ガバナーへの報告義務があるため、各委員会の報告をお聞かせ願いたい

です。他クラブの事で参考になる事があればお話をしたいと思います。それを

どのように活用するかは皆さんの判断にお任せいたします。
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私の留学生活及び最近の研究生活

米山奨学生　徐凌歓さん

テ ー マ

卓 話 者

：

：

■今週の卓話 9月24日（木）　

名鉄グランドホテル11階「柏の間」

12：30～13：30

場 所

時 間

：

：

■次週の行事 9月30日（木）　ガバナー訪問　

社会奉仕･環境保全委員会：近藤茂弘委員長

　前年度の環境保全活動の継続をします。森の防波堤プロジェクトとしてど

んぐりを育て、会員やIACに配布し育苗をします。秋には量を増やせるように

したいです。

国際奉仕委員会：鈴木淑久委員長

　RIテーマに沿い、国際奉仕活動・RI国際大会・WFFへの積極的な参加を

していきます。また、台北延平RCとの交流を深める為、創立39周年記念式

典参加、ホームステイの実施をします。ホームステイは名古屋瑞穂RC側に

は参加が出来る適正な年齢の生徒がいませんでしたが、台北延平RCからは

2人のホームステイを引き受けました。

R財団委員会：馬場將嘉委員長

　ロータリー財団の活動を理解して頂くための情報を提供します。活動計画

と致しまして、マルチプルポールハリスフェロー、ベネファクターの増員に努

め、財団奨学生のフォローを行います。11月に地区からの卓話をして頂く予

定となっています。

米山奨学委員会：加納裕委員長

　米山奨学生に対する理解と協力を得られるように、徐凌歓さんを支援し、

月1度の例会出席と卓話を企画します。卓話は今月と3月末の2回して頂く予

定です。

長期ビジョン委員会：野崎洋二副委員長

　社会奉仕事業として継続的活動の調査研究、国際奉仕事業の調査研究

を行い、RI会長賞に挑戦します。東北復興支援の森の防波堤プロジェクトを

新しく議題としています。会長ノミニー・幹事予定者の推薦について調査・検

討をしています。

会場委員会：大嶽達郎委員長

　前年に引き続き、食事メニューに感想を書いて頂き、マニュアルに沿った

進行でも堅苦しくならないように努めます。月に1回指定席の日を取り入れ、

いつも同じメンバーが固まらないようにします。年4回ビュッフェスタイルの

なごやか例会がありますが、ダラダラとした雰囲気にならないように、親睦活

動委員会と一緒に検討していきます。

職業奉仕委員会：松波恒彦委員長

　職業奉仕の理念を尊び、ロータリー活動に活かす為、職場例会を行い、伺

った企業でいろいろな事を聞くことが出来ればと思います。また、毎月第3例

会で「四つのテスト」を唱和します。

　森の防波堤プロジェクトは、どんぐりの植樹に2～3年かかるということで

地道な活動ですが、きちんとした素晴らしい活動を行っていると思います。

　名古屋南RCは海外提携RCがなかった時に、名古屋瑞穂RCの意見を参

考にブラジルと提携をしました。

　財団寄付に関しては、1人あたりの寄付をクリアしていただき、ありがとう

ございます。

近藤雅夫ガバナー補佐より

　

近藤雅夫ガバナー補佐より

　米山奨学生に対して、会員の企業への見学やレポートの実施をしているク

ラブもあります。

近藤雅夫ガバナー補佐より

　名古屋南RCでは新会員研修会の対象者を、入会から3年以内の会員とし

ています。また、研修会を年3回にし、3回目は夜に親睦を深める為の会にし

ています。

　会場に関しては、反映される可能性もあるので、ホテル側には積極的に意

見を言っていく事も良いかと思います。食事のおいしさは出席率にも繋がっ

ていきます。

　職業職業に関する卓話の実施以外にも、地域の消防等への表彰を行う事

も良いと思います。名古屋丸の内RCでは会員が自分の職業について1分間

のスピーチをしています。この様な取り組みも面白いです。

加藤令吉地区副幹事より

　森の防波堤プロジェクトは、近年の異常気象に備えるという点で考えると

良いと思います。将来的には他の団体に委任できるような状態を目指して頂

きたいです。

　海外提携を結ぶ時は、それぞれのRCでの温度差があるので、そういった

点を熟考した方がいいです。名古屋瑞穂RCは台北延平RCと長年友好関係

を築いているので素晴らしいです。

　財団寄付は、寄付のお願いだけでなく、使い道をしっかりと知らせることが

大事です。

加藤令吉地区副幹事より

　米山奨学生は、結婚式に招いてもらったり、友好クラブの紹介をしてもら

う等、国際交流の鍵となります。折角誠意を持って応援しているので、RC入

会を勧めたり、繋がりを持ち続けることが大事です。

総括：近藤雅夫ガバナー補佐

　昨年度はガバナー輩出クラブとして頑張って頂きありがとうございまし

た。会員同士の仲が良く、親睦も立派です。また、特色のある活動も行ってい

るクラブですので、今年度もゆっくり頑張って下さい。

総括：加藤令吉地区副幹事

　10月24・25日のWFF、10月31日・11月1日の地区大会への参加、来年

の国際大会、ガバナー会議へのご協力をお願い致します。

　また、RI会長賞にも挑戦して頂きたいです。

加藤令吉地区副幹事より

　新会員だけでなく、全員を対象にした研修があっても良いと思います。新

会員だけでは緊張し、内容がほとんど入らない事もあります。中堅会員も研

修に同席すれば、内容を思い起こす事もできます。瀬戸RCは全会員を3つの

グループに分け、設問集を用意し、会長職未経験の幹事をコーディネートす

る研修を行います。研修といってマニュアルばかりはいかがなものかと思いま

す。RCは優雅な集まりだと思うので、入会して良かったという気持ちになる

ような研修を行うのが良いです。

　例会のテーブル分けは星座･血液型・生年月日で、ベテラン、新人が混ざる

ように着席すると良いと思います。

　江南RCでは、入会の浅いメンバーが自己紹介として、自身の職業を細かく

説明して知ってもらう取り組みをしています。

■次週 10月1日（木）　振替により例会変更　

　前年度に入会された7名を対象に、10月29日（木）に新会員研修会を実

施します。
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