
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～、～ロータリーの友月間～第1849回例会

会長挨拶 平野好道会長

2018年9月20日（木）  曇り  第11回 ガバナー補佐訪問

 　先日の北海道の地震では、想定外の全て
の電気が止まるというブラックアウトが起き
てしまいました。ちなみにこの「想定外」は便
利な言葉で、何でも想定外と言えば許され
そうです。関西空港が使用不能になったのも
想定外の出来事によるようです。全面的に停
電をすると、信号機も止まってしまい、警察
官が交通整理をしていましたが、当然ながら
全部の信号について交通整理をすることは
できず、かなりの混乱が起きたと思われます。
　ところでこの信号機に2020年問題というものがあることを聞かれたこ
とはありますか？あまり知られていないのですが、信号機の赤青黄色を制
御する制御機の更新期限は19年だそうですが、警察庁によると平成28 
年末に存在する信号機21万台のうち約2割にあたる4万5000機が更新
されないままだとのことです。
　この更新率のワースト3は、兵庫県の37.4%、次いで福島県の36.4% 、
愛知県の33.6% で、愛知県では3台に1台が更新期限を過ぎた信号機だ
ということになります。もちろん更新期限を過ぎたから全てが止まったり
誤作動するわけではありませんが、いつ起きるかわかりません。昨年、滋
賀県・大津市内のある交差点では、信号が青から（黄色を飛ばして）赤に
一瞬で切り替わったため、反対側からも同時に車が交差点内に進入し、
衝突事故を起こしました。調査の結果、信号の老朽化による「誤作動」が
原因だったことが判明し、県は事故当事者に賠償金を支払ったとのこと
です。
　このようなインフラ設備の老朽化は、道路、橋、上下水道等について進
行しており、特に人口減少に苦しむ地方都市、また限界集落では財源不
足により更新が必要だとわかっていても更新できないという事態が生じ
るおそれがあります。
　限界集落という言葉が使われるようになりましたが、65歳以上の人口
比率が50%以上の集落は共同体の機能維持が限界に達している集落を
限界集落といい、いずれ消滅する可能性があると言われます。厳しいこと
を言えば、名古屋瑞穂RCでの65歳以上のメンバーの割合は46.3%で限
界集落一歩手前です。ですから新しく若いメンバーに入っていただくこと
が大変重要となります。但し、瑞穂RCでは、お年を召されている人の方が
お元気だという説もあります。
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会員65名　出席43名  （出席計算人数48名）
9月13日は補填により96.5％出席率　74.1％

出席報告 牧野智繁出席委員

ニコボックス 牧野智繁ニコボックス委員

西名古屋分区渡邉ガバナー補佐、星野分区幹事、鈴木分区副幹事よ
りご祝儀をいただきました。

高須筆頭地区副幹事、三浦地区スタッフよりご祝儀をいただきまし
た。
9月17日は妻の誕生日でした。美しい花、ありがとうございました。

渡邉ガバナー補佐をお迎えして、本日は私の誕生日です。

敬老の品を頂き有難うございました。亀屋芳広のおいしい生菓子を
いただきました。
敬老の品、ありがとうございました。
敬老のお祝い有難うございました。
9月17日、甲子園での野球部試合に御参加の皆様、お疲れ様でした。
次の勝利も獲得できるよう、練習しましょう。ゴルフ同好会の皆様、11
月開催案内でご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。

9月22日、娘が結婚します。めでたいです。皆様甲子園おつかれ様で
した。次回はぜったい参加させていただきます。
待望の阪神甲子園球場での大会で大勝しました。野球部の皆さんお
目出度う!
野球部の皆様お疲れ様です。甲子園祝勝会を全員でお祝いしましょ
う。来年も頑張りましょう。
甲子園、皆様お疲れ様でした。勝利バンザイ!!

9月17日に甲子園で大勝しました。皆様ありがとうございました。

野球部の皆様お疲れ様でした。勝利の美酒を皆様と味わえうれしか
ったです。甲子園でやれて最高でした！
甲子園お疲れ様でした。とても良い思い出になりました。来年も行き
たいです。祝!!新エース誕生!!
野球部の皆様、甲子園企画では大変お世話になりました。ありがとう
ございました。鈴木先輩、ビデオが尻切れトンボになってしまい申し
訳ありません!
先日の甲子園野球ごくろうさまでした。参加できて光栄でした。いい
思い出です。
甲子園球場で野球ができました。
野球部の皆さん、甲子園ありがとうございました。最高の想い出にな
りました。
甲子園お疲れ様でした。
先日の甲子園はとても感動しました。聖地での勝利の味は格別です。
今後も継続したいですね。
第36回全国ロータリークラブ野球大会、特別な体験をさせていただ
きました。ありがとうございます。

渡邉一平ガバナー補佐
星野信利分区幹事　鈴木謙一郎分区副幹事

高須博久筆頭地区副幹事　三浦裕司地区スタッフ
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大嶽　達郎さん
湯澤　信雄さん

鈴木　淑久さん

近藤　茂弘さん

村上　　学さん

村瀬　俊高さん

長谷川　隆さん
今川　知也さん

星野　一郎さん
安岡　克明さん

本多　誠之さん

萩原　孝則さん　花井芳太朗さん
山口　哲司さん　牧野　智繁さん
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委員会・同好会報告
ゴルフ同好会

　ゴルフ同好会ですが、11月21日(水)に緑丘カントリーにて開催いた
します。今後の予定ですが、12月7日(金)愛知カンツリーにて行います。
納会も行いますので、ご参加お願いいたします。



　

ガバナー補佐訪問

次週9月27日(木)R規定により休会です。
次々週10月4日(木)振替により例会変更となります。
次々週10月5日(金)12：30より、ガバナー公式訪問を名古屋みな
とRCのホストでマリオットアソシアホテル16階「ボールルーム」に
て行います。
WFFの協賛広告が少ないとのことでご依頼がありました。申込用
紙もございますので、広告のお申し込みをされる方は、10月1日が
〆切となっておりますので、早急に幹事または事務局までお申し
出下さい。

幹事報告 湯澤信雄幹事

卓話 西名古屋分区ガバナー補佐 渡邊一平さん

・
・
・

・

　皆様こんにちは。渡邉一平でございます。本日
はガバナー補佐訪問で卓話をさせていただきま
すが、尊敬いたします近藤パストガバナー、ゴル
フで尊敬しております泉さんや、名古屋瑞穂RC
には非常に敬愛する方々が多くいらっしゃいます
ので、このように高いところからお話しするという
のは気が進まないのですが、役目でございますの
でお話させていただきます。付け焼き刃で勉強い
たしましたが、数えでは古希です。穴の空いたバ
ケツで水をくむのと同じで、折角勉強しましても
どんどん忘れていってしまう方が多く、大事なことを言い忘れてしまうので
はないかと心配しておりますが、ロータリーの友情ということでお許しくだ
さい。
　私の役目は2つです。1つ目は国際ロータリー（RI）2018-19年度のバリ－
・ラシン会長のRIテーマと方針をお伝えすることと、2つ目は村井ガバナーの
ご紹介と地区方針をお伝えすることです。
　バリ－・ラシン会長は村井ガバナーのお話では非常に背が高い大きな方
だそうです。カリブ海の島国バハマのナッソー西RCの出身でございます。バ
リー会長は、バハマの大きな病院の院長を長く務めた方です。ロータリーク
ラブには1980年、33歳の時に入会され、クラブ会長、ガバナー、RI理事、RI

野球同好会
　9月17日(月)、12年ぶりに全国RC甲子園大会に出場してきました。
京都洛中RCと対戦し21対1で見事勝利いたしました。

　野球部監督の野﨑です。先ほど松波助監督から報告がありました
が、待望の甲子園球場で、ナイターにて試合を行いました。結果21対
1で大勝をいたしました。日頃の早朝練習も5回程開催し、その成果が
大いに出たものと思われます。打線も大いにふるい21得点。名古屋瑞
穂RCのチームワークを発揮して皆様によいご報告を持ち帰ることが
出来、喜んでおります。これからも頑張りますので、どうぞ宜しくご支援
の程お願いいたします。
　当日神戸で祝勝会をしましたが、参加できなかった方達も含め、改
めて名古屋で祝勝会を準備しようと思いますので、その際はご参加よ
ろしくお願いします。

研修リーダー、RI会長エイドを経てロータリー財団管理委員会の副委員長
を務めておられました。RIの要職を歴任されている大ベテランです。元 お々父
さんが病院を経営しておられたので跡を継ぐというわけでアメリカの大学の
医学部に入学しましたが、勉強が嫌いで2年で中退してしまい、しばらく働い
ておられましたが、会計学をやってみようということでマイアミ大学で会計学
を勉強しましたら、今度は大変興味を持ち、非常に優秀な学生であったそう
です。その後フロリダ大学で病院経営学を学ばれ、バハマに戻り跡を継がれ
、経営難にあったお父さんの病院の建て直しをされたと言うことです。苦労さ
れて成功されたようです。
　バリー会長がRI会長に選任されるにはいきさつがあります。実は
2018-19年度のRI会長は2016年10月、東アフリカのウガンダ共和国のサ
ムエル・オオリさんが会長ノミニーに選任され、昨年7月1日には会長エレク
トになっておられました。ウガンダは長年続いた内戦が終わり現在発展して
いる国です。オオリさんはハーバード大学でも学ばれ、銀行の幹部や財界の
リーダーをされました。ロータリー活動も非常に熱心にされ、ウガンダのロ
ータリークラブを9クラブから89クラブに増やされました。アフリカでは2人
目のRI会長に選ばれました。ところが予め予定されていた手術による合併症
で昨年7月13日急死されました。そのためRI会長指名委員会で急遽人選さ
れ、バリー・ラシンさんが会長エレクトに指名され今年の国際大会で正式に
会長に選任されました。RIの会長は大変な重責です。相当な準備と覚悟が必
要ですが、エレクトが突然亡くなられるという突発事態で極めて短期間で就
任されたわけです。バリー・ラシンさんは経歴、力量からも十分会長が務まる
方と見込まれての指名だったと思いますが、大変だったでしょう。
　次にRIテーマですが、インスピレーションになろうです。RIのテーマは比較
的抽象的で意味が分からないのですが、インスピレーションの訳は「霊感」と
か「閃き」です。辞書を引きますとインスピレーションには「霊感や閃きを与え
る人」とか「激励する人」「感動を与える人」「刺激となる人」とあります。「
inspireするヒト」になろうというテーマです。これを読んでいますと分かりに
くいですが「意欲を引き出す人になる必要がある。」だけでいいでしょう。たと
えば会社だったら社員に業務改善の意欲を出してもらう人になる。家庭だっ
たら、子供に勉強や手伝いの意欲を引き出す人になる、ロータリークラブだ
けでなく、会社にも、地域にも、家庭にも、自分自身に対してもなんでも応用で
きるいいテーマだと思います。インスピレーションは結構はやっている言葉
です。考えて理屈で出す結論よりも、直感とか、感性という響きがいいのだと
思います。それから主語はあなただと言うことです。誰かではない、あなたが

まれらおてめ求と」いさだくてっなに～～「、にたなあ。すでとこう言とだ語主
す。村井ガバナーはインスピレーションを読み替えてくださいと言っておられ
ます。あなたはどう読み替えるのかを問題提起しておられます。皆さんの立場
により言葉は変わってきます。皆さんはどう読み替えられますか？とりあえず
私は「西名古屋分区を活性化させる人」になりたいと思っております。
　次に、第2760地区の今年度ガバナー村井總一郎さんをご紹介します。村
井ガバナーは豊橋RCのメンバーで、職業は種麹の製造で（株）糀屋三左右
衛門と（株）BIOC（ビオック）の会長です。味噌や酒を造るときには米や豆を
蒸して種糀を撒き麹にしますが、この種麹を製造販売しておられる、業界シ
ェア4割の優秀な会社です。室町時代に京都で創業、社歴600年。京都商工
会議所から京都で一番古いお店として認定されております。村井ガバナーは
28代目だそうです。写真を見ていただくと、永く続いた名門の御曹司にふさ
わしい品のよいお顔ですが、実際は違うそうです。お父様の豊三さんは跡取
りではなく三男で、京都の本家から独立されて豊橋で種麹製造販売業を起
業されたそうで、創業時には大変なご苦労があったようです。麹屋さんは昔
は各町村にありましたが今では現在全国で10社もないそうです。
　村井ガバナーが定められた地区活動方針ですが「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！」です。これは非常に分かりやすいテー
マでして、ロータリーはクラブ定款でテリトリーが決まっております。そのテリ
トリー、その街でロータリー活動を、またそのロータリー活動を広めていこう
という職業人がメンバーになるわけです。例会も、奉仕活動も、会員増強も、
街とは切っても切り離せません。分かりやすい方針です。
　村井ガバナーは、行動指針についていくつかの具体的なテーマを定めて
おります。1つは分区内交流活動を行おうです。ロータリアンは出席義務があ
りホームクラブの出席率１００％は推奨されます。しかしたまには他のクラブ
でメークアップすることもいいことではないでしょうか。発見があります。違っ
た雰囲気、違った運営が分かります。また新しい友だちができます。それをま
たホームクラブに持ち帰って運営に生かしましょうというのが趣旨です。名
古屋瑞穂RCは、熱田神宮での朔日例会等、その地域にあったユニークな例
会をされております。その他の地域でもそれぞれ特色ある例会をされており
ますので、ぜひ参加してみてください。私は出張の時に出張先の近くのロータ
リーにメークアップさせていただくことが時々あります。それから訪問される
際は１週間くらい前に何人行くからとクラブ事務局に連絡してからいってく
ださい。実際の経験ですが、あるクラブにメーキャップに行ったときです、歓
迎されて着席し例会を楽しませていただきました。このクラブは割子弁当を
取っておられ、当然予約した数しか配達されないので、幹事が昼食抜きにな
ってしまったようです。名門クラブの伝統の重さ、小都市のクラブのアットホ
ームな暖かさ、若いクラブの活力、いずれも素晴らしいです。是非訪問して感
じてみてください。ポリオ撲滅に貢献する活動をしようということです。WFF
がポリオ撲滅について活動しておりますので、こちらにご参加、協賛広告をい
ただきたく思います。また、ポリオの基金にお一人30ドル寄付をするというこ
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ポールハリスフェロー・米山功労者表彰
　今川知也さんがポールハリス
フェロー・米山功労者として表
彰されました。おめでとうござい
ます。



定致しました。そして世界大会が来年６月ドイツのハンブルグで開催され
ます。夜にはガバナーナイトが開催されるそうで、皆様是非ともご参加下
さい。6月のドイツは一番いい季節だそうです。
　西名古屋分区の活動についてお話しします。IMを2019年2月18日（月）
名古屋観光ホテルで開催します。是非ともご参加下さい。そして桜回廊プ
ロジェクトですが、2019年3月3日（日）東山植物園で行います。東山植物
園とロータリーは深い縁があります。昭和26年、ロータリークラブから桜
の寄贈がありました。以後、桜やツツジ、いろいろな花が寄贈されておりま
す。1000本あるそうで名古屋の桜の名所です。特に種類が多く、200種類
あるそうで3月から5月までずっと楽しめます。今回は、2年がかりで山桜を
100本植えてぐるっと回廊にしようという事業です。名古屋市内の25ロー
タリークラブ全クラブの奉仕活動です。来年には今年植えた山桜が咲き
出すそうです。
　最後になりましたが村井ガバナーの立位置についてです。RIと日本のロ
ータリーの動きが少し違ってきているということでございます。私たちは入
会の際、地域を代表する職業人の集まりがロータリークラブである、奉仕
活動の根幹は職業奉仕であり、ロータリーで学んだことを職業に生かして
社会に奉仕すべきであるというものだったと思います。現在RIの主流は大
きく変わってきており、職業人であることは求められなくなっております。
奉仕の中心は社会奉仕でありロータリークラブは社会奉仕団体である、
職業奉仕は死語になりかけている、と変わってきたそうです。この2つをど
う両立させていくのか、村井ガバナーが苦心しておられるところと思いま
す。村井さんは見識が深く話も面白いです。ガバナー公式訪問の折りには
卓話に是非注目して欲しいと思います。ガバナー公式訪問が実り多いもの
となれば幸いです。ご静聴有り難うございました。

平野好道会長挨拶　

ガバナー補佐との第2回CA

　ガバナー補佐をお迎えしての第2回クラブアッセンブリーを行います。
午前中は貴重なお話を頂きありがとうございます。また午後からも色々
教えていただければと思います。
クラブ奉仕委員会：堀 慎治委員長

　今年度の方針といたしましては、次々年度で当クラブが40周年になりま
すので、記念事業に向けて若手、年配の会員、相互に交流を深めて40周年
の成功に結びつけたいと思っております。各委員会の皆様には意見を発表
いただき、まずは委員会同士コミュニケーションを図って、親睦を深めてい
ただきたいと思っております。活動計画といたしましては、クラブ協議会を
行う事と、IDMの例会は固い話題が多かったですが、本年度は親睦を深め
る内容でと思っております。
出席・ニコボックス委員会：星野一郎委員長

　出席委員会の活動方針といたしましては、会員の例会出席を促し、出席
率を向上させるということで、毎例会時の出席率の報告、メーキャップ期
限の通知を引き続き継続して行い、また定期的に各会員の出席状況を集
計して報告することも続けて参ります。ニコボックス委員会の活動方針は
ニコボックスの意義、理解を促進するということで毎例会時のニコボッ
クス実施・報告、会員の夫人へ誕生日の記念品を贈る事を継続して参り
ます。
会員増強及び維持、会員選考・職業分類委員会：大嶽達郎委員長

　昨年度の長期ビジョン委員会から、会員数は80名が適正ではないか
とご意見をいただきまして、中長期的な目標として掲げております。その
ためには今年度の目標を70名として、会員増強をおこなってまいりたい
と思います。活動計画といたしましては、委員会メンバーだけではなく、
会員全員にご協力をお願いする、元会員のご子息や会社を継がれてい
る方へのお声がけ等をしていきたいと思います。若手会員には同年代の
方やR情報委員会と協力して、入会案内のオリジナルパンフレットの作
成をお願いしていきたいと思います。　
クラブ広報委員会：長谷川 隆委員長

　方針としましては、ウィークリーの円滑な発行、広報活動の拡大です。
活動計画といたしましては、地域との交流活動と、HPの更新等を行って
いきたいと思います。

親睦活動委員会：田中 宏委員長
　親睦活動委員会といたしましては、会員相互の親睦を深めるための例
会、ご家族に楽しんでもらえる家族会、といった活動内容で進めてまいり
ます。12月6日の家族会に向けて、9月13日には委員会を開き、親睦を図
りながら進めてまいります。

　多業種にわたるロータリーの特性を活かし、視点を変えた卓話を実施
プログラム委員会：鈴木 実委員長

することにより、会員各位の知識の向上を図るという方針で活動していま
す。3月末あたりまで卓話いただく方も決定しています。4月以降空きがご
ざいますので、皆様よろしくお願いします。

R情報・研修委員会：安岡克明副委員長
　昨年度は3年未満の会員の方を中心に研修を行って参りました。ひとつ
はロータリーの基礎的歴史や要項、あとは5大奉仕委員長幹事による質疑
応答形式の研修を行いました。合わせて親睦会を2回実施して、3年未満
の会員の結束を高める事をすすめて参りまして、今年度に関しましても同
じように進めてまいりたいと思います。特に今年度に関しましては早いタイ
ミングで親睦会をしたいとのことなので、入会3年未満の方にご連絡いた
します。

渡邊一平ガバナー補佐

クラブ奉仕委員会＞クラブ奉仕系のまとめ役ということで、全体のコミュ
ニケーションを図る等40周年に向けて良い方針だと思います。40周年
に向け、頑張っていただきたいと思います。
出席・ニコボックス委員会＞他クラブと比較をいたしますと、名古屋瑞穂

、名古屋瑞穂RCは会員数が100人規模のクラブとほぼ同等だと思いま
す。どういった秘訣があるのかお聞きしたいです。
回答＞嬉しいことや楽しいことがあった時、会員の皆様に伝えたい、共感
したいという雰囲気があるからではないかと思います。
ガバナー補佐＞過去の伝統もあるのかと思います。他クラブより親睦例
会の回数は多いと思います。
会員増強＞80名の長期目標ということですが、80名はベストの人数だと
いわれております。それ以上になると顔が分からない人がでてきてしまい
ます。世界でみますと400名会員がいるクラブもございますが、そうなる
と知らない方も大分出てまいります。毎年3名ずつのペースで、50周年に
は目標に到達できるかと思います。
クラブ広報委員会＞ウィークリーもHPの出来も非常に良いと思います。
HPの更新も適切になされており、いいのではないかと思います。
親睦活動委員会＞これだけ親睦例会があるクラブは非常にめずらしいで
す。その点は非常に充実していると思います。自信を持って取り組まれる
といいとおもいます。先ほどの会長幹事懇談会ではそのために会費が上
がっていると聞き、そこもひとつのポイントなのかと思いました。企画され
るのもご苦労かと思いますが、頑張ってください。
プログラム委員会＞ロータリーの魅力の3分の1は例会、特に卓話です。
プログラム委員会は3本の柱のひとつです。外部の方に卓話を頼む場合
は人選も大変ですが、ぜひ工夫して続けてください

会場委員会：山口哲司委員長
　会場委員会では、より円滑で合理的な例会の進行をすすめております。
1つ目はリラックスした雰囲気の中で行いたいと考えております。2番目は
ビジターやゲストに配慮した会場運営を心がける。ビジターやゲストの方
が来ても失礼の無いように、かつ、楽しんでいただけるように配慮して行い
たいと考えております。3番目は会員の親睦につながる設営を目指すと共
に、設営する委員会メンバーも楽しめるように、例会自体を親睦につなが
るような会場づくりを目指して参ります。

職業奉仕委員会：湯澤勇生委員長
　方針といたしましては、本年度会長方針の継続と変化を念頭に、職業奉
仕と職業倫理の啓蒙と自己研鑽に務める、ということでございます。活動方
針は、職業奉仕の火を少しでも小さくしないよう、少しでも感じ取れるよう
な例会を1月末に実施したいと思い計画中です。2番目として4つのテスト
の啓蒙、ということで進めさせていただきます。
社会奉仕・環境保全委員会：鶴田 浩委員長

　昨年まで、東日本大震災を機に東北地方への植樹の支援を続けて参り
ましたが、ガバナーの方針でもある「あなたの街のロータリーあなたの街
からロータリー」に沿って地元にしっかりと根ざした社会奉仕・環境保全
を行っていくこととなりました。ひとつは熱田神宮を中心とした宮宿会の活
動の支援をすると共に、その地域で植樹を行おうということで、大瀬子公
園の堀川沿いのサツキを密植させ、名古屋の玄関口である七里の渡しか
ら美しい堀川を広めていけたらと思っております。今後委員会で議題に挙
げて進めていこうと思っております。
渡邊一平ガバナー補佐

Ｒ情報委員会＞5大奉仕委員会・委員長の質疑応答など非常に充実して
おられると思います。3年未満の会員へのフォローが一番大事ですので、
その辺りのコミュニケーションを先輩会員と一緒に図っていただく事は非
常によいと思います。引き続き頑張っていただきたいと思います。
会場委員会＞例会の進行役ということで大変だと思います。ホテルとの交
渉は会場委員会が行うのですか？
回答＞基本的には会場委員長が行います。交渉が難航する場面もあります。
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青少年奉仕・ローターアクト・インターアクト委員会：鈴木健司委員長
　委員会の方針としましては、熱田RACの事業支援と、瑞陵高校のIACを
支援しております。活動計画は、瑞陵高校の海外派遣の支援を7月に実施
済みで、海外派遣の様子等も報告いただいております。熱田RACと瑞陵高
校IACの例会へ、会員の皆様に輪番で出席をお願いしております。熱田
RAC提唱の4ロータリーの担当委員会への出席も予定しております。1月
31日に1回目を予定しておりまして、2回目は3月を予定しております。4番
目に瑞陵高校IACの活動報告を、来年3月にしていただく予定でおります。
あとRAC、IACの合同例会を来年5月に予定しております。

国際奉仕委員会：村上 学委員長
　方針としましてはRIテーマや当クラブ会長方針を基本にして、積極的に
国際奉仕活動に参加することと、友好提携をしております台北延平RCと
の交流を深めることを基本方針としております。活動計画は、10月のWFF
への積極的な参加、またRI国際大会への参加を要請する事と合わせて、
11月のボジョレー例会に台北延平RCの皆様が毎年訪れますので、さらに
友好を深めていく準備を進めてまいります。来年3月になりますと台北延平
RC創立42周年記念事業ということで、今度はこちらから多くのメンバー
を揃えて参加をする予定でおります。

R財団委員会：伊藤 豪委員長
　R財団につきましては、財団への寄付、財団の補助金を使用する、という
のが大きなテーマでございます。R財団、マルチプル・ポールハリスフェロー
、並びにベネファクターの増加・増員に努めることがひとつと、ロータリー
補助金、グローバル補助金、地区補助金等をクラブで申請、導入する場合
は協力をする、ということでございます。

米山奨学委員会：市岡正蔵委員長
　本年度はベトナムからの留学生を当クラブで支援しております。方針と
いたしましては、経済的な支援だけではなく、留学生が社会的にロータリ
アンと交流を持つことで、充実した学生生活が送れるようにという思いで
活動しております。月1回以上例会に来ていただく事になっており、9月には
卓話をしていただきました。今後とも支援していきたいと思います。

長期ビジョン委員会：松波恒彦委員長
　方針としましては、抽象的な言葉ではございますが、使命を果たす、でご
ざいます。活動計画ですが、国際ロータリー規定審議会で決定された事項
を名古屋瑞穂RCの具体的なクラブ細則にすること。委員会を開きまして、
まず1つ目は例会でございます。委員会で今までどおり続けるということで
話がでております。2つ目は委員会の組み替えについてもある程度具体的
に進めまして、理事会では審議に入り、今度クラブフォーラムで取り上げる
予定です。3つ目は女性会員についてです。この件に関しては議論中です。

高須博久筆頭地区副幹事
　非常に会員相互の親睦が浸透しているなと感じました。40周年を迎え
るとのことで準備を着 と々進めておられる中、あと5名ほど会員増強を図り
たいということで、私は豊橋でゾーン研究会を開いた20数年前、そのゾー
ン研究会要員として入会しました。なにかあると大勢入れたいなと思うも
のですので、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。すごいなと思った
のが、会員増強及び維持、両方兼ねているんですね。しかも会員選考と職
業分類を一人の委員長さんが担われている。私どもが先輩から厳しく言わ
れていたのが、会員を入会させる際、段取りを間違えるな、ということでし
た。職業分類と会員選考を丁寧に、そして慎重な精査を経てから入会許可
を出すようにと言われました。例会は先ほどガバナー補佐も申しておりまし
たが、スピーチがいいこと、食事が美味しいこと、皆さんの雰囲気がいいこ
と、この3つを一番大事に考えるといいと言われました。今日いろいろお話
を伺っていますと、それがとても良く伝わってきました。

近藤雄亮さん
　2021-22年度のガバナーを選出する委員会に出向しております。10月
の第2週に委員会を開催予定ですので、それまでにはほぼ決定すると思い
ます。地区10年誌についてですが、片山主水さんから始まり、昨年度の神
野さんまでの10年間の地区誌作成に励んでおります。8月9日にパストガ
バナーにお集まりいただき、ガバナー座談会を開催しました。その内容も
含め、現在着 と々発刊に向けて準備をしております。それから地区諮問委
員会ですが、9月4日に委員会を開催し、11月の地区大会にお越しになる
RI会長代理が決まっておりませんでしたが、週明けに2730地区・
2014-15年度の私と同期のガバナーである田中俊實さんに決定したと連
絡がありました。

地区インターアクト：山口哲司さん
　無事に海外派遣研修が終了しました。瑞陵高校からも2名参加して本当
によい経験ができたのではないかと思っています。それから高校内での新
たな勧誘にもつながっております。
地区米山奨学：堀 慎治さん

　9月6日に地区の米山奨学生及び指導教員、カウンセラー､学友の総会
がございました。また10月18日にカウンセラー研修会をおこないます。27
・28日開催のWFFでは米山ブースは3箇所､例年通り開催いたします。今
年度は米山の学生が舞台でパフォーマンスをしますので、お時間ございま
したら是非ともご覧いただきたいと思います。

ガバナー補佐＞名古屋観光ホテルは名古屋、中、南、が使用している事
もあり、比較的理解があると思います。
職業奉仕委員会＞4つのテストは非常に大事です。4つのテストの歌その
ものはあれでいいのですが、翻訳としては間違いがあります。片山主水パ
ストガバナーが地区大会の時に詳しく話をされていました。「みんなに公
平か」というところですが世界中の人に公平ではなく、関係者(取引先や従
業員)にとって公平かということで、英語の翻訳としては全然違います。
社会奉仕・環境保全＞お盆の時期に時間があったので、垂井から宮の宿
まで続いている美濃街道を、墨俣の一夜城から一宮の萩原まで歩いてみ
ました。名古屋の宮宿というと街道の中心でございますから、その辺りの
植樹をして整備いただけると良いと思います。

いまして、クラブのメンバーとも仲が良く、クラブメンバーの会社に就職し
ました。苦労して勉強をして米山奨学金を受け、本当に感謝をしておりま
したし、自分のポリシーを持っていました。5年間日本で修行をして、国へ
帰って起業すると言っていました。日本の若者にはないものを持っている
なと思いました。
長期ビジョン委員会＞長期ビジョン委員会に関しましては今の結論です
が、私個人としましては納得しております。
40周年実行委員会＞40周年が再来年と言うことで頑張っていただきた
いと思います。式典や記念講演など考えておられますか？
回答＞記念講演にしようか等々、いろいろな案を検討中です。

渡邊一平ガバナー補佐
青少年奉仕､RAC､IAC委員会＞会員数の減少で困っているところもあ
りますが、熱田RACは活発に活動をされていて良いと思います。
国際奉仕委員会＞台北延平RCは42周年ということですが？
回答＞台北延平RCは毎年盛大に周年事業をされています。
R財団委員会＞R財団は集める事と使うこと両方されていてバランスが
取れていると思います。宮の宿の事業にも使用されますか？
回答＞活用しようかと思っています。
ガバナー補佐＞ぜひ活用してください。
米山奨学委員会＞米山奨学生のグエンさんですが、大学はどこに通われ
ていますか？
回答＞名古屋経済大学に通っています。今年と次年度も当クラブで支援
をしていきます。
ガバナー補佐＞名古屋中RCですが、ベトナム人のファプ君という奨学生

40周年記念実行委員会：松井善則委員長
　再来年が40周年です。30周年記念事業を参考にさせていただいて、準
備を進めたいと思います。
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