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2019-20年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「50年に向けて新たな第一歩、
会員相互の理解を深めよう！」
2019-20年度
国際ロータリーのテーマ

ロータリーは世界をつなぐ
（ROTARY CONNECTS THE WORLD）

第1891例会

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

2019年9月19日
（木） 晴れ 第10回 ガバナー公式訪問
司
斉

会 ：田中宏会場委員長
唱：
「君が代「
」奉仕の理想」

ゲ ス ト ：RI2760地区ガバナー 伊藤靖祐さん
（江南RC）
：RI2760地区地区幹事 南村朋幸さん
（江南RC）
米山奨学生 グエン・ティ・カリンさん

会長挨拶

関谷俊征会長

皆さん、
こんにちは。
本年度、
名古屋瑞穂RCの
会長を務めております関谷です。
今日は、
私共の
親クラブであります名古屋南RCと瑞穂RCの合
同例会で、伊藤ガバナーをお迎えしての例会で
す。
今年度は、私共瑞穂RCがホストとして開催
させて頂きました。
先程、
両クラブの会長・幹事との懇談会を行な
いました。
伊藤ガバナーから色々なお話、
ご指導
を頂き、また、
すてきなお人柄に触れ、
感銘を受
けた所であります。
最近のRIの規定審議会での決定で、今までのRCのルールが大きく変化を
しています。
効率と効果の線引きとでも言いますか、
それぞれのクラブで特長・
魅力となるように良く考えて、
決定をしていかなければならないと言うことでは
ないかと私は思っています。
伊藤ガバナーの言われる通り、私たちは大きな変化の時代にRC活動をし
ています。今日は、
その変化の時代、
そして将来に向けてのRC活動について、
ガバナーからお話をお伺いする、
とても貴重な機会であると思います。 ガバナ
ーの訪問に心より感謝を申し上げ、最後までご清聴いただきますようお願い
しまして、
挨拶とさせていただきます。

関係者の方々にご
・ 弟の葬儀のために福岡RCへの訪問をドタキャンしました。
野﨑 洋二さん
迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
鈴木 淑久さん
・ 昨日はIDMの試食会ご参加の皆様お疲れ様でした。
先日大学1年生の長男が車の免許を取得しました。
嬉しいとともに不安のタネ
田中
宏さん
が増えました。
・ 妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございました。
昨年より豪華でした。
鶴田
浩さん
西川 徹也さん
・ 9月は子供の誕生日です。
・

思い非常に楽しみです。
萩原 孝則さん
・ 9月30日誕生日を迎えます。
37になります。
ありがとうございます。
杉山 裕一さん
・ 伊藤ガバナー・南村地区幹事をお迎えして。

梅村 昌孝さん 伊藤
豪さん 関谷 俊征さん
内田 久利さん 本田 誠之さん 原田 敬生さん
森
裕之さん 安岡 克明さん 平安山京太さん

委員会・同好会報告

三好カントリー倶楽部
開催日：9月18日

ゴルフ部会9月度(第398回)
氏 名
優勝 田中
宏さん
2位 長瀬憲八郎さん
2位
3位 堀
慎治さん

ネット
グロス
HDCP
清須RC：横井晶彦さん
中村禊さん
77
6.0
71.0
101

27.6

73.4

77

2.4

74.6

・ 次回第399回ゴルフ例会及び4RC親睦ゴルフ例会は、
10月11日
（金）
名古
屋ゴルフ倶楽部和合コースにて開催されます。

幹事報告
（土）
熱田RAC例会がありますので担当の方はお忘れのないよう
・ 9月21日
ご参加願います（
。長谷川隆さん、
安岡克明さん）
。
（木）
18：00より料亭
「大和屋」
にて長期ビジョン及び社会奉仕委
・ 次週9月26日
員会が行われます。
関係各位の方はお願いいたします。

出席報告

・
北岡寿人出席委員長

会員70名 出席50名 （出席計算人数52名）
出席率 83.3％

ニコボックス

9月5日は補填により93.4％
北岡寿人ニコボックス委員長

伊藤ガバナー・南村地区幹事
・ ガバナー、地区幹事より頂きました。
・ 昨日はゴルフ部会のゴルフで途中で体調を悪くして棄権してしまい同伴の野
﨑さん岩田さんをはじめ皆様に大変ご迷惑をおかけしました。
申し訳ございま
せん。
鈴木 伸一さん
・ 6月30日は結婚記念日でした。
岩田 吉廣さん
・ 敬老のお祝いありがとうございました。
岩本 成郎さん
。美しい花」
ありがとうございました。
・ 9月17日は妻の誕生日でした「

長瀬憲八郎さん
・ 敬老のお祝いありがとうございました。
森
恒夫さん
・ 伊藤ガバナーをお迎えして。
明日9月20日私の誕生日です。 近藤 雄亮さん
・ 9月16日敬老の品ありがとうございました。
美味しかったです。
鈴木 圓三さん

研修会が行われます。
新入会員の方は本日配布した冊子2冊
（これだけは知っ

ておきたい
「ロータリーの基礎」
・今日からロータリアン）
とクラブ計画書持参を
お忘れなきようお願いいたします。
鈴木淑久幹事
関谷俊征会長
（木）
11：00よりヒルトン4F
「梅の間」
にて推薦小委員会がありま
・ 次々週10月3日
すので関係各位の方はお願い致します。
13：40より4F
「梅の間」
にて第4回理事
会が行われますのでお願いします。
・ WFFのチケットをメールボックスに入れました。
ご確認ください。
・ 地区研修協議会の報告書をご参加のかたのみ入れましたのでご確認
ください。

講話

2760地区 伊藤靖祐ガバナー

みなさんこんにちは。
ガバナーをしております江南RCの伊藤靖祐です。
実は今日で12回目の公式訪問になります。
まずはDVDをご覧ください。
実はこれはサンディエゴの国際協議会のガバナー研修に行った時にRI会
長が90分お話しされたものを4分にまとめたものです。
私は、
1959年生まれの59歳の若いガバナーです。
大学を卒業してから
商社に14年勤めた後、
父のいた幼稚園に入りその後幼稚園を展開すると
同時に保育園も展開し今日に至ります。
ロータリー歴は2001年に江南
RCへ福田ガバナーの勧めで入会しました。

RIのマローニー会長のテーマは、
「ROTARY CONNECTS THE WO
RLD」
「ロータリーは世界をつなぐ」
と
いう大変わかりやすいテーマです。
今RIが何を考えているのかアイデ
ィアやコンセプトがたくさん出てく
るワードを拾っていくと大事な言葉
は「コネクト」
が多く
「つながる」
これ
はロータリーの礎でありマローニー
会長の考えであり国際ロータリーの
考えであります。
そして2番目は
「tra
nsform」
「変革する」
という意味です。
どちらかというと形を変えて続けな
ければいけいという意味です。
オバマさんはチェンジ」
という言葉を
よく使いましたがこれは世の中全体
を変えてしまおうということでしたが、
RCでは形を変えていこうという
「変革」
で
「inspire」
という言葉。
す。そして3番目はバリー・ラシンさんが昨年使っていた
4番目は
「impact」
。5番目は
「together」
です。
これは私が一番好きな言葉です。
RCはみんなでやらないと意味がない、
私のテーマ
「ロータリーを成長させよう
」
です。
会長や幹事がいくら頑張ってもRCは動かせません。
私はこの言葉を元に地
区方針を決めました。
グローバルに考えて地域社会とつながりRCを成長させ
ようと思います。ポリオもそうですがなぜ寄付をしないといけないか？
日本も助けられたことがありました。
1980年代日本はポリオが根絶されました。
もう少しで全世界からなくなると言うことがRCの功績になり成果になりました。
そしてグローバルに考えなければ、
そういうこともわからずに理解できずにただ
お金を出しているだけになってしまいます。
日本のRCがこんなに広まったのも
グローバルに魅力を感じたからだと思います。
戦後日本の民主主義の広がりと
ともに英語のやり取りも増えグローバルスタンダードに考えようと先進的な考
えに魅力を感じ、
民主主義の広まりとともにこのRCが受け入れられたのは職
業奉仕という概念も良かったのだと思います。
そういったことでグローバルにま
ずは考え地域社会に貢献しインパトを与えロータリーを成長させていただきた
いです。
ただしRCはそれぞれ自治権があり関谷会長が挨拶でおっしゃったよう
に各ロータリーで考えていくことが大事です。
そしてその前には現状把握が大
事です。
日本の社会が現在どうなっているか人口ピラミッドを出しました。
70〜75歳
に団塊世代がいて75歳歳が後期高齢者に入り医療制度も年金も政府が危惧
しています。
そして団塊世代ジュニアが40〜45歳にいます。
さらにそのまたジュ
ニアがいるはずだったのが社会構造の変化や晩婚化の影響もあり少子化が
始まり高齢化が始まりました。
当然成長していくためには変わらなければならないしトランスフォームして
いかなければならないです。
そこで多様性と柔軟性を取り入れなければ適応力
を失い10年後20年後年後失速してしまうのではないでしょうか。
マローニー会長も言っていましたが忙しい若い人でもRCに入ってもらい活躍
してもらいリーダーを育てようと、
RCの階段を上ることは難しいことではないと
いうことを柔軟性で例会の在り方や出席の在り方奉仕の在り方など考えていか
なければならないです。
単純に柔軟性ではなく私は革新的という言葉をつけま
した。
多様性も知的に考えなければならないので知的多様性という言葉にしま
した。
例えば方向転換をしようと思ったら倍くらいの力がかかります。
日銀の金融
政策もそうです。
デフレをインフレに持っていくには相当大変なことです。
革新
的にやらないとできるわけがないし、
だから黒田総裁はマイナス金利というある
意味毒薬を使いました。
マイナス金利なんて戦後のちょっとした期間にスイスで
しかなかった政策でしたが、
日銀の黒田さんが使ってから今ではドイツもフラン
スもスイスも今マイナス金利です。
バブルの時も革新的に行いました。
あの時は
オーバーキルという言葉を使っていました。
そのくらいやって総量規制をかけて
やっとバブルが終わりました。
RCを成長させるためにはどうやって変わっていくのか？簡単に変えていいも
のといけないものがあります。
そこで基本に戻って、
RCの構造はどうなっている
か、
基本の中核的価値観は絶対崩してはいけないです。
職業奉仕については昨
年のロータリーの友で金看板だったのにどうなってしまったのか？それは表面
的な組織論であり、
あくまでもそれを行動に表していくのがビジョン声明です。
これを具体的に展開していくのが戦略計画です。
これは5年に1回変わりますが
今年から新しく変わりました。
絶対変えてはいけないもの中核的価値観、
1905年にポールハリスの親睦か
ら始まります。
1908年からは職業奉仕という概念を持ち込みました。
高潔性、
多様性、
奉仕、
リーダーシップが大事です。
リーダーシップを取り奉仕できる人
を作っていくのが中核的価値観なのです、
そしてそれをベースにビジョン声明が
できているのです。
私たちは世界で地域社会でそして自分自身の中で持続可能
な良い変化を生むために人々が手をとって行動するための世界を目指していま
す。
そして原文は
「together」
が一番最初でてきます。
RCをみんなで一緒にやろ
うよということなのです。
そしてRIは4つのの戦略計画を掲げています。
「より大
きなインパクトをもたらす」
「参加の基盤を広げる」
「参加者の積極的な関わりを
促す」
特に大事なのは
「適応力を高める」
です。 今何をやらなければいけない
のかということが大事なのです。
そのために知的多様性・革新的柔軟性が必要
です。
そしてトップはビジョンを掲げることが大事です。

具体的に考えると例会も月の時間や回数を考える。
ホテルでの食事は2回、
駅
でのポリオ募金20回それでもいいのです。
クラブが各自のクラブでデザインしてく
ださい、
何回例会してもいいのです。
若い人達も活躍できるようなクラブの適応
力を高めていけるような、
RCの目的はクラブレベルを超えたリーダーを育成する
ことなんです。
名古屋南RC様、
名古屋瑞穂RC様がこれからも末長く輝けるクラ
ブでありまようお願い申し上げます。
最後に伊藤年度の国際大会は6月6日にハワイのホノルルのハレクラ二ホテル
で行います。
そして前日には2760地区ゴルフをホノルルカントリーで行います。
み
なさんで親睦を深めればと思います。
本日はありがとうございました。

地区幹事報告

2760地区 南村 朋幸幹事

私の方からは2つのお礼と4つのお願いをさせていただきます。
まずはDCSと呼ばれるweb上で連携を深めるシステムを開発しその運用
をスタートし6月にご案内し説明会にご参加いただきありがとうございました。
おかげさまで無事に7月1日より運用がスタートしました。
今後もご意見を頂
き進化していきたいと思っていますのでよろしくお願い致します。
次にWFFの各クラブの皆様にはチケットをご購入いただきありがとうござい
ました。
2760アプリを作成しました。
ガバナーの方針やクラブの活動報告などもアッ
プされています。
またスマホならではの機能で位置情報をもとに例会情報を検
索することもできます。
現在は愛知県内だけです。
メンバーの方やご家族や一般
の方にもアプリのPRをしていただけるようご協力お願いします。
地区内の女性会員を増やして行こうと思っています。
11月頃にこれから入会
予定の方への女性会員の集いを企画しています。
みなさんのクラブに一斉にご
案内させていただきますのでよろしくお願い致します。 地区大会の件ですが、
まだまだ参加登録可能ですのでぜひよろしくお願い致します。
ガバナー特別賞
ですが、
地区の活動方針に沿って有意義な事業となった活動をクラブ会長より
ご申告ください。
来年3月31日までの活動が条件となります。
ご応募お待ちして
おります。

お月見例会

9月9日
（月）
に福岡西RCお月見例会に出席しました。

例会のご案内
■今週の卓話

■次週の卓話

■次々週

9月26日
（木）

テ ー マ：刑事事件のあらまし
卓 話 者 ：村瀬 俊高 さん
10月3日
（木）

テ ー マ：米山奨学事業をご理解ください
卓 話 者 ：地区米山奨学委員会 副委員長
大橋 均 さん
10月10日
（木） 振替により例会変更

