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「君が代」「奉仕の理想」

ガバナー補佐　深谷友尋さん

地区副幹事　松原広幸さん

地区スタッフ　福澤玉青さん　

西名古屋分区幹事　岩佐信機さん

西名古屋分区副幹事　長瀬廣幸さん

ガバナーエレクト　神野重行さん

会長挨拶 八木沢幹夫会長

　「スキューバダイビング雑感　耳抜きについて」

　ある日、パキスタン人が耳が痛いと来診しました。

鼓膜は混濁し、外耳道に少し褐色の塊が薄く存在

し、中耳炎であろうと思い投薬を行いました。1週間

前に風邪を引いていたとの事で、数日前より鼻漏が

多く、耳が詰まった感覚があったため鼻をつまんで

耳管（鼻と耳をつなぐ管）より耳に空気を送ったとの事で、これで中耳炎に

なった様子でした。

　スキューバダイビングでは実際に潜行を始めると次第に鼓膜が窪み、耳

痛、耳閉感が現れます。鼓膜の窪みをなおすのが耳抜きという行為です。耳

の鼓室に空気を送る動作により、耳痛、耳閉感が取れるとのことから耳抜き

と言われます。道具のいらない方法は、バルサルバ法、フレンチェル法、トイン

ビー法で、この3方法は耳鼻科の教科書にもあり有名で、耳の圧と外部環境

の圧を同じにします。

　現在、ダイビングライセンス保有者は、100万人以上いると言われていま

す。新規ダイバーは毎年8000人誕生しているとのことです。愛知県で登録さ

れている気圧関連のドクターは見られませんでした。但し、個人的にダイビン

グを趣味とし、同好の人を診られている方はいます。

本日13：40よりガバナー補佐との第2回CAをヒルトン名古屋4階「梅の

間」にて行います。終了後、第2回理事会を行います。

8月11日（木）は法定休日により休会となります。

事務局のお盆休暇は8月12日（金）～8月15日（月）となります。

瑞穂図書館に、地域の資料としてロータリーの記念誌を置いて頂ける事に

なりました。合計2冊名古屋瑞穂RCの資料をお預かり頂く事になりました。
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幹事報告 関谷俊征幹事

深谷ガバナー補佐、神野ガバナーエレクトをお迎えして。ご指導の程、宜し

くお願いいたします。

先週は親睦例会へ多数ご参加頂きありがとうございました。私自身も楽し

く過ごしてしまいました。

久しぶりの出席です。

先日の雷雨では市内からタクシーがいなくなりましたが、無事、帰宅するこ

とが出来ました。

先週の例会はとてもエキサイティングでした。素晴らしい会に参加させて

いただき、ありがとうございました。

ガバナー補佐をお迎えして。
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近藤　雄亮さん

鈴木　淑久さん

長坂　邦雄さん

森　　裕之さん

村瀬　俊高さん

田中　　宏さん

八木沢幹夫さん　長瀬憲八郎さん　内田　久利さん

稲葉　　徹さん　大嶽　達郎さん　湯澤　信雄さん

西名古屋分区深谷ガバナー補佐、岩佐分区幹事、長瀬分区副幹事よりご

祝儀をいただきました。

ガバナー事務所松原地区副幹事、福澤地区スタッフよりご祝儀をいただき

ました。

本日は近藤雄亮さんに委嘱状を渡しに来ました。

8月22日で満90歳になります。今後ともよろしく。

妻の誕生日にきれいな花を有難うございました。

・

・

・

・

・

深谷友尋ガバナー補佐　岩佐信機分区幹事

長瀬廣幸分区副幹事

松原広幸地区副幹事　福澤玉青地区スタッフ

神野重行ガバナーエレクト

山田　鎮浩さん

鈴木　圓三さん

ニコボックス 湯澤勇生ニコボックス委員長

会員66名　出席42名  （出席計算人数46名）

出席報告

出席率　72.4％ 7月28日は補填により 90.0％

湯澤勇生出席委員長
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委嘱状授与
　神野重行ガバナーエレクトより、近藤雄亮さん

に「地区研修リーダー」の委嘱状が送られました。

江口　金満さん　鶴田　　浩さん　村瀬　俊高さん
佐藤　善乙さん　森　　裕之さん　山田　鎮浩さん
広瀬　弘幸さん

8月誕生日おめでとう

　皆様こんにちは。八木沢会長、関谷幹事よりお招き頂き、本日卓話の機会を

いただきましたこと、感謝申し上げます。近藤雄亮パストガバナーと髙須パス

ト地区幹事には、私がR財団に在籍していた時に大変お世話になりました。ま

ガバナー補佐訪問

卓話 西名古屋分区ガバナー補佐　深谷友尋さん



た、野崎さんは地区を一緒に回った際、共に

ロータリーの夢を語りました。本日は、ジョン

F・ジャーム国際RI会長と、服部ガバナーの

メッセンジャーボーイで参りました。国際RI

や服部ガバナーの方針の一部をお話しさせ

て頂きたいと思います。詳しくは服部ガバ

ナーからお話しがあるかと思いますので宜し

くお願いします。名古屋瑞穂RCは、活気溢

れ、一致団結したクラブを作るというのが今年度の大きな特徴と報告書にあ

りました。先程の会長幹事会で、会長・副会長・幹事・会長エレクト・副幹事の

皆様とお話しした時も、非常に活気溢れるお話しがありました。

　本年度のジョンF・ジャーム会長は「人類に奉仕するロータリー」ということ

を掲げられました。困っている人がいたら、背中を向けずに手を差し伸べ、仲

間のロータリアンと一緒に行動する。それがロータリーだということをおっ

しゃっております。具体的な目標として、3つ掲げています。1つ目は、クラブの

サポートと強化で、これが第一優先になったことでRI会長の心意気が伝わる

のではないかと思います。ロータリーはクラブ、ロータリアンが中心になって、

活動を進めて行くことが第一優先なんだということを物語っているものと思い

ます。2つ目は、人道的奉仕の重点化と増加で、これは世界のニーズに合わせ

た奉仕活動の原点です。3つ目は、公共イメージと認知度の増加です。奉仕活

動を皆様に理解をして頂くことで、新しい仲間を増やしていくということです。

世界で良い事を続けて来て100年の歴史があるロータリ財団の功績を皆様

と一緒に意識しようということです。

　服部ガバナー方針は「Be The Rotalian, Find A Rotalian～真のロータリ

アンになろう、ロータリアンを見つけよう～」です。ロータリーの使命は、職業

人と地域社会のネットワークを通じて、倫理観と高潔さを失わず、人々に奉仕

する、世界理解、親善、平和を推進する団体であるということです。親睦、高潔

性、多様性、リーダーシップ、奉仕、この5つを本年度の大きな目標に掲げた訳

でございます。

　地区のビジョンとしては、10年後、20年後も輝きが持続可能である為に、

ソーシャルメディアとオンラインツールの活用をお願いします。より積極的に当

地区で人道的奉仕活動をし、世界にもっと知っていただく為、マイロータリー

にご登録を頂きたいと思います。マイロータリーは、年次寄付の累計、世界の

奉仕活動等、クラブ内と国際RIの情報を閲覧できます。登録はロータリーIDと

お名前、自分のパスワードがあれば簡単にできます。また、クラブセントラルを

使うと、他の地区同士が交流しながら社会奉仕活動が出来ます。ソーシャルメ

ディアを理解することにより、ロータリー同士のみならず、地域の人々にもロー

タリーの活動を理解して頂けます。

　ガバナー賞でございますが、会員数の純増3％以上を達成した場合か、米

山奨学事業に参加した場合のどちらかを達成して頂いたクラブにガバナー賞

が送られます。

　今年はR財団100周年を記念して、今年度の寄付を30＄上乗せをした180

＄をお願いしたいと思います。ポリオプラスを含めたR財団の資金を潤沢にす

るためにご理解を頂きたいと思います。また、R財団創立100周年を祝い、記

念チャリティーゴルフ大会を愛知カントリークラブで4月28日に開催いたしま

す。このゴルフ大会はロータリアンだけでなく、将来ロータリーに入って頂きた

いと思う方にも参加して頂けますので、会員取得の絶好のチャンスです。

　今期の地区大会は11月5日、6日にウェスティンナゴヤキャッスルで行いま

す。小牧RCがホストクラブになりまして、盛りだくさんの催し物を考えておりま

すのでご参加をお願いいたします。世界大会は6月10日～14日にアトランタ

で行われます。日本人朝食会を6月10日7時から、ガバナーナイトを18時から

行います。今年度は名古屋みなとRCがホストで、3月24日17時から西名古屋

分区のインターシティーミーティングを行います。会場は東急ホテルでござい

ます。このインターシティーミーティングは皆様と楽しい時間を過ごせるよう

な企画をしておりますので、ご期待を頂きたいと思います。登録料は15,000

円でございます。また、WFFが10月22日、23日に開催されますが、八木沢会

長から例会を振替で行うと言っていただき大変嬉しく思っております。

　最終章に入ったポリオ撲滅活動ですが、これには山田ツネさん、峯英二さん

の2人の日本人が関わっています。2人は命をかけてポリオ撲滅という大事業

を計画された日本人の誇りです。特に山田ツネさんは、バンコクからの帰国

後、東京麹町RCに入会され、はしかの免疫プロジェクトチームのリーダーとし

て南インドに行きました。そこで暗闇に動くポリオの後遺症を背負った青年が

人間と見えなかった自分の恥ずかしさを痛感し、この様な子どもたちが今後1

人でも出ないように献身的に活動しようと決意されたそうでございます。

1982年に一人のロータリアンから始まった活動は、今年のアトランタ世界大

会で撲滅宣言というところまで来ています。今インドではポリオが撲滅され、

一人のポリオ患者も出ておりません。

　奉仕活動は、一人のロータリアンから全てが始まるのであって、それぞれ一

人一人のロータリー活動がクラブ、地区を支え、地区が国際RIを支えていく構

図こそ、先輩方が築いてこられた歴史ではないかと思います。今もロータリア

ンの皆様が世界で素晴らしい奉仕活動をし、子どもたちを救っています。名古

屋瑞穂RCの一人一人が理想へ向かうための大切な仲間でございます。世界

平和のためにご尽力頂きますことをお願いいたしまして、ガバナー補佐の報告

とさせていただきます。

ガバナー補佐との第2回CA

　出席委員会につきましてはクラブ計画書に記載している通りの方針でござ

います。その中でも出席状況を2ヶ月毎に報告することを確実にやっていきた

いと思います。特にホームクラブの出席状況や、メークアップを確実にしている

かどうかを重点的にご報告したいと思います。

　ニコボックス委員会も計画書の通りですが、たくさんご協力いただけるよう

に試行錯誤をしていきたいと思います。

出席・ニコボックス委員会：湯澤勇生委員長

　7月14日に第1回クラブ奉仕協議会を開催させていただきました。内容は、

今年のテーマである徹底した親睦についてで、とにかく親睦を中心にクラブの

運営を考えていただくように各委員長にお願いいたしました。インフォーマル

ディスカッションミーティングを堅苦しいやり方ではなく、親睦を中心にどうい

う事が出来るかを、ご意見を頂ける様にお願いしました。

クラブ奉仕委員会：堀慎治委員長

　本日は名古屋瑞穂RCの活動内容をお聞かせいただき、服部ガバナーにお

伝えいたします。ガバナーからどういう所がいい点か、どういう点を改善すれ

ばいいのか、今後の課題は何なのか、この3つの点をご質問頂いております。

私から指導をするということはございません。先程会長からお聞きしました

が、色々な面で活動の工夫をなされているようでした。その点については敬意

を表したいと思います。

深谷友尋ガバナー補佐

　本日は深谷ガバナー補佐をお迎えしてクラブアッセンブリーを行いたいと

思います。

八木沢幹夫会長挨拶



　幅広く卓話をして頂きたいと思っております。R情報・研修は馬場さんに計

画を立てて頂きましたが、今年度も宜しくお願いします。

八木沢幹夫会長

　方針等はクラブ計画書の通りです。今期は2月23日に職場例会を実施した

いと思います。皆様が楽しめる様な会を開きたいと思っております。

職業奉仕委員会：近藤茂弘委員長

　東北へどんぐりを送るということで7月2日、9日、31日に活動をしました。昨

年の冬に植えたどんぐりで、発芽をしたものは全て植え替えが終わりまして、

会員の皆様に配布することを残すのみとなりました。今期は、私の手元に200

本あり、7月31日は356本植えましたので、600本以上は発芽をしています。

活動はしばらく水やり育成になります。

　5月の植樹の際に現地へ行くことは難しいかもしれませんので、苗を現地に

送り植えて頂こうと思います。月1回は委員会を行う予定ですので、その時に

今後の方向性が決まっていくと思います。

社会奉仕・環境保全委員会：近藤茂弘直前委員長

　青少年奉仕については8月20日に集まりがあり、そちらで方針を決めていく

ということです。

　RACは、提唱4RCでどのようにやっていくかを決めている最中です。

　IACに関しましては、現在海外留学に2人参加しています。その報告を学校

でして頂いて、新入部員増強に役立てることが出来ればと思っております。

青少年奉仕・RAC・IAC委員会：近藤茂弘委員

　会員増強は会長方針に従いまして純増3名を目標にしています。皆様の情

報を頂いて、すぐに候補者の所へ参りますので、ご協力をお願いいたします。

　会員選考・職業分類の方針といたしましては、なるべく現在の会員の方とは

違う職種の方の入会を目指していきたいと思います。

　新年度になりまして、ウィークリーの構成が新しくなりましたが、滞りなく発

行いたしております。ホームページも少し変更し、例会の受付時にお配りをし

ていました他クラブのメークアップ表を載せるように今年から改修させていた

だきました。

　また、7月に委員会を開催いたしまして、ウィークリー校正の役割分担、毎回

の例会のやるべき事の引き継ぎ確認をしました。

会員増強及び維持・会員選考・職業分類委員会：梅村昌孝委員長

クラブ広報委員会：星野一郎委員長

　本年度は、クラブ奉仕委員会の方針に従い、1にも2にも親睦ということで

計画をしております。上期、下期例会、創立記念例会は例年通り行い、親睦例

会、クリスマス家族会、春の家族会においては、特色を持って対応しようと思っ

ております。

　先週親睦例会を行いましたが、生バンド演奏でカラオケを歌う計画を皆様

で楽しめたかと思います。クリスマス家族会においては、会員の御家族、特に

小さなお子様を中心に楽しんでいただく計画をしております。春の家族会にお

いては奥様を中心におもてなしが出来て、会員の皆様にも楽しんでいただくけ

るような計画をできたらいいと思います。

親睦活動委員会：鈴木淑久委員長

　11月の例会まで概ね卓話者が決まっております。

プログラム委員会：鈴木淑久委員

　会長方針を目標に地区研修委員会の資料を参考に、各委員会の意識向上

を図り、楽しい研修を行います。具体的な方針は、新入会員及び未研修会員

の研修会を9月15日16：00～17：00、3月9日13：40～15：00に行います。

それによりロータリーの理解認識を深めていきます。

R情報・研修委員会：亀井直人副委員長

　方針はクラブ計画書の通りですが、とにかく親睦がより深まる様に例会の

充実を図ります。会場を見ていると、いつも同じメンバーに分かれている事が

多い気がするので、指定席の日を設けてより親睦が深まる様にしていきたいと

思います。

会場委員会：湯澤信雄委員長

　クラブ広報委員会には、マイロータリーの登録についてのセミナーの広報

を1度して頂きたいと思います。

深谷友尋ガバナー補佐

　IACのある瑞陵高校は近藤茂弘さんの母校ということもあるので、宜しくお

願いします。

八木沢幹夫会長

　社会奉仕・環境保全委員会は、森の防潮堤、どんぐりの育成を行っていると

いうことで、素晴らしい事業をなさっていますが、苗はどこで育成しているので

しょうか。また、何故この地域で育てるのでしょうか。

回答

　先日植え替えた600本は髙須委員長の事務所にございます。根付いたもの

を会員の皆様にお配りして、各自で水やりをして頂く段取りになっております。

置き場所がなかなか難しいと思いますが、それぞれが可能な範囲で預かり育

てるということです。

　この地域で何故この事業をということですが、東北では冬越しが難しく、ハ

ウスを建てなければならないということで、こちらで始まりました。一昨年に植

えたものがまだ皆様の所にありますが、それをまず送ることになります。

　元は東北の輪王寺さんとの計画でRC同士の事業ということではありませ

んでしたが、どんぐりの事業に関わる内に現地のRCに入られたということで

す。そのような経緯もあり、クラブ同士ということではなく、メンバーの1人に送

る形で事業を進めるかと思います。

深谷友尋ガバナー補佐

　良いと思うところは、ご報告があった様に、クラブ計画書に良かった点と反

省する点、次年度の要望と継続事業がクラブ計画書に載っていることです。1

名入会準備中だということで、年度始めに会員増強ができるのは良いと思い

ます。

深谷友尋ガバナー補佐

　7月22日の地区国際奉仕委員長の集まりで、先程ガバナー補佐からお話し

がありましたマイロータリーの登録を、少なくとも3人に頼んでいくようにと案

内がありましたので、広げていきたいと思います。

　姉妹提携を結ぶ台北延平RCが11月に来日をされるので、提携更新の調印

を行うことになっております。3月には台北延平RC創立40周年記念というこ

とで、訪問に皆様のご協力を頂きたいと思います。6月の世界大会に向けて準

備をし、会員の皆様と訪問できればと思います。

国際奉仕委員会：田中宏委員長

　今年はR財団創立100周年で、色々な要求がRIから来ると思われますので

適切に対応していきたいと思います。対応の仕方もクラブ内で色々考えていけ

ればと思います。8月8日に地区財団の委員会がございますので出席する予定

となっております。

R財団委員会：平野好道委員長
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会員卓話

：

：

■次週の卓話 8月18日（木）

ヒルトン名古屋 5階「銀扇の間」

12：30～13：30

場 所

時 間

：

：

■次々週行事 8月25日（木）　ガバナー公式訪問

■今週 8月11日（木）　法定休日により休会

　昨年は米山奨学生の徐凌歓さんをお世話しました。

　米山記念奨学の地区委員長に卓話をお願いすることが多かったですが、米

山さん自身については知る機会がないという事でした。それを踏まえ、10月

20日に三島の米山記念館を訪問する予定です。有志を募り、1日ロータリー

の原点を考えようと計画しております。

米山奨学委員会：天野正明委員長

　名古屋瑞穂RCの更なる活性化に向けて、戦略的思考に立ってビジョンを

考えていきます。活動計画につきましては、良い点、悪い点を分析し、目標設定

をして行きたいと思います。

　4月に開催された規定審議会により、クラブ運営に大幅な柔軟性が与えら

れました。会長、幹事から、これを踏まえてクラブの活性化に向けた土台を作

る話をいただきました。色んな方の意見を聞き、委員会で話し合いをしながら

まとめていきたいと思います。

　ガバナー補佐に質問ですが、地区内、分区内で、規定審議会について検討、

細則作りが具体的にどんな状況なのか教えて頂きたいと思います。

長期ビジョン委員会：近藤雄亮委員長

　ご質問についてですが、まず地区内、分区内の状況は際立った変化はござ

いません。各クラブがそれぞれ、どのように対応するかを検討しています。特に

長期ビジョン委員会があるクラブは、クラブ内で議論を交わして、クラブの特

徴を活かしていこうとする動きがあります。皆様が一番関心があるのは入会金

の問題や、例会の日数の問題、ロータリーの資格の問題などで、色々なご心配

があるかと思います。

　服部ガバナーご自身は、そうならねばいけないという事ではなく、そういう

可能性、選択肢もあるのであって、現行が否定されるものではないという考え

です。現状はクラブ内で運営の事について議論をし、地区が指示を出す事は

差し控えるべきだという考えです。

　他の地区の考えも同じで、今年は来年に向けての調整期間で、際立ったこと

を決める必要はないという考えが多いです。全世界の動きが明確になって

いった時、議論をするのがいいと思います。

深谷友尋ガバナー補佐

　法律を施行するのにも日数がありますが、今回の審議会の内容は時間のゆ

とりがありませんでした。ロータリーの友に載せている見解に訂正があった事

を考えると、もう少し時間が欲しいし、国際RIや地区から個々のクラブにご説

明いただかないと困ります。1年かけて審議をしても良いという事ですが、その

間は規定に違反してもいいのかという事になるので、その辺りをもう少し考え

て頂きたいとご要望させていただきます。

　規定が決まって数ヶ月は色んな問題が出てくるのだと思います。出てきた問

題を再度修正するのも、国際の規模ですと、少しの波紋が大きな波紋となる

事もあると思います。

名古屋瑞穂RCからの意見

　今の話に尽きると思います。私は規定審議会の内容は入会してからしばら

くは知らず、数年経ってインターネットで見てから身近に感じるようになりまし

た。例会を含め今のままの形で良いということではありますが、先の世代に

移った時のロータリーのあり方がどうなるのかも重要です。

　インターネットを見ていると、色んな例会のあり方が出てきましたが、顔を

合わせるのが一番重要であると認識しております。それを踏まえ、若い世代が

入会して来やすいような例会の形を考えていくのが一番かと思います。

八木沢幹夫会長

　本日は貴重なご意見をありがとうございました。副会長としましては、各委

員長の方針の下に親睦を中心として皆様と一緒にクラブを運営していきたい

と思います。

市岡正蔵副会長

　今の話はその通りだと思います。例えば運用の仕方によって、例会が月4回

から2回となった場合、反対意見も出てくるかと思います。そうした時に、4回

のうち2回は例会、2回は社会奉仕、国際奉仕事業をするのも一つのアイデア

ではないかというのが服部ガバナーのご意見です。

　これから色んな議論が出てくる訳ですが、来年の計画を立ち上げていく時

には近藤パストガバナーのお力が必要になっていくと思います。

　規定審議会がマストであるという考えは国際RIも持っていないと聞いてい

ます。本日の内容は服部ガバナーにお伝えしますので、ガバナー訪問時にご回

答いただけると思います。

深谷友尋ガバナー補佐

　本日は例会、CAに参加させて頂きましてありがとうございました。こういっ

た形で他のクラブを訪問するのは初めてで、森の防潮堤の長きに渡って繋

がっていく事業は素晴らしいと感じました。本日頂いた資料をもとにまた勉強

をさせていただきたいと思います。

松原広幸地区副幹事

　本日は長時間に亘りありがとうございました。名古屋瑞穂RCは歴史もあ

り、他のクラブと違う部分の姿勢や事業も着実に遂行されており、非常に勉強

になりました。

岩佐信機分区幹事

　全般に亘りまして、更に活気のあるクラブにしたいという気持ちがよく伝

わってきました。さすがガバナーを選出されたクラブだなと思います。

　服部ガバナーに特に報告をしておきたいことは、クラブ計画書に理事会報

告が明確に記載されていることです。これは素晴らしいと思います。クラブの

規定、会則、細則、推薦の仕方が丁寧に書いてあるというのは、他のクラブに

はあまりないので、披露して新会員推薦の手順などを例としてお話しさせて頂

きたいと思います。

（ガバナー補佐との懇親会の様子）

深谷友尋ガバナー補佐
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