
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
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湯澤勇生会場委員長
我等の生業
米山奨学生 梁辰(リャン チェン)さん
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先週末に名古屋唯一の落語の亭号 登龍亭のお披露目に立ち会ってきま
した。めでたい限りです。
明日より念願の神田愛山先生の清水次郎長伝三日間｢続き読み｣です。
楽しみです。
10月1日は天気にも恵まれ、あつた朔日市を無事に開催出来ました。
いつもご支援ありがとうございます。
杉山さん、新しいギアがそろったそうですね。
また、お手合わせお願いします。

家内の誕生日にお花を有り難うございました。
オールド渡辺さん、岩田修司さん、関谷直前会長先日はご一緒にラウンド
していただきありがとうございました。
ゴルフコンペの楽しみは、最近では、一発勝負のニアピンくらいですが、そ
れもままならないようです。
将来のある若手には勝てません。
先日は関谷さんに大変お世話になりました。
ありがとうございました。

本多　誠之さん

萩原　孝則さん

花井芳太朗さん

渡邉　将之さん

11月事務局引っ越しに向けて過去の書類を破棄していく予定です。
10月上旬の例会後、委員長及び同好会関係者は、事務局にある資料をご
確認いただき、破棄してもよいもの等事務局までご連絡いただけますよ
う、ご協力お願いします。
次週10月15日(木)は、休会となります。
次々週10月22日(木)はIDMの夜間例会の予定でしたが、通常例会へ変
更となっております。場所は4階｢竹の間｣となります。
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　皆さんこんにちは!!4日の日曜日、天気も良くゴルフも
なかったので、夏の間に伸びて、自宅の壁についたアイ
ビーやノウゼンカズラを選定していました。朝から庭の
水やりをしていると、スズメバチが1～2匹飛んでいる
なと思ってはいたのですが、気が付くと自分の周りに、5
～6匹のスズメバチがブンブンと飛んでいて、焦って大
慌てで家に飛び込みました。しばらくして、おそるおそ
る見てみるとありました。壁のノウゼンカズラの茂みの
地面から3メートルくらいのところに、直径20センチく
らいの小型スズメバチの巣が…。知り合いの業者さんに依頼してその日のう
ちに駆除していただきましたが、戻って来たハチが2～3日ブンブンと飛んで
いました。皆さんご存じの通りスズメバチに刺されますと、アナフィラキシー
ショックを起こして、最悪の場合は死に至るとされています。また、ハチの毒
は、ヒスタミン、神経毒、ペプチド、タンパク質の混合物で別命「毒のカクテル」
とも呼ばれているようです。大量のハチに、大量の毒液を注入されると、ハチ
毒そのもので麻疹が起き、心停止に至る場合もあるようです。日本国内では、
年間30人ぐらいのスズメバチによる死傷が報告されており、有毒生物によ
る、犠牲者数では、最も多いようです。
　日本には、人を刺すスズメバチが9種生育するといわれています。それぞれ
生体や生育地などは若干違いますが、すべて秋の時期は凶暴で攻撃的にな
るようです。またこの時期、ゴルフ場周辺の山林では、特に攻撃的な2種「オオ
スズメバチ」や、「キイロスズメバチ」が営巣していて、ゴルファーが被害にあ
うケースも少なくありません。
　刺されないための対応でありますが、巣や縄張から10メートル以内に近
づかない事とありますが、巣や縄張が我々には分からないので、スズメバチ
が飛んでいたら注意するしかありません。
　また、香水や黒い服もスズメバチを興奮させるようです。香水には、スズメ
バチの警報フェロモンと同じ物質が含まれているからで、黒い服はスズメバ
チが幼虫の捕食者として攻撃目標とし、大型哺乳類の弱点が眼などの黒色
部だからと考えられています。また、清涼飲料水やアルコール飲料の飲み残
しの缶内などに成虫の活動に必要な糖分などを求めて入り込み知らずに残
りを飲もうとして唇を刺されるケースもあるようです。いずれにしましても、も
しゴルフ場でスズメバチが向かって来たら手やクラブで振り払ったりせず、
10メートルぐらい後ろに逃げ、ハチは下に目線がないそうなので、地面に伏
せるのが一番なようです。（この時期黒い服、香水プンプンの女性を避け）充
分気をつけてゴルフをお楽しみください。

出席報告

ニコボックス 渡邉将之ニコボックス委員

会員70名　出席54名  （出席計算人数52名） 出席率　87.1％

渡邉将之出席委員

幹事報告 山口哲司幹事

委員会・同好会報告

ガバナー
ガバナー公式訪問視聴会

開催日：10月6日(火)

　愛知カンツリー倶楽部にて第409回ゴルフ例会が開催されました。

　次回第410回ゴルフ例会は、11月4日(水)名古屋GC和合コースにて開催
されます。

　名古屋女子大学中学校高等学校楽器贈呈記念演奏会が10月4日（日）に
開催されました。

ゴルフ部会10月度(第409回)

40周年記念事業の一環として

　1月19日～25日までアメリカ・サンティエゴの国際
会議に参加して参りました。その時の様子とホルガー
・クナークRI会長のRIテーマ、そして地区方針、行動
指針について説明したいと思います。
♦RI会長テーマ：Rotary opens opportunities.
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森　　裕之さん

湯澤　信雄さん

関谷　俊征さん

田中　　宏さん　湯澤　勇生さん

会長挨拶 湯澤信雄会長
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2位　田中　　宏さん

3位　今川　知也さん



　1月19日～25日までアメリカ・サンティエゴの
国際会議に参加して参りました。その時の様子
とホルガー・クナークRI会長のRIテーマ、そして
地区方針、行動指針について説明したいと思い
ます。

♦RI会長テーマ：Rotary opens opportunities.
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♦国際協議会におけるクナークRI会長講話〈講話要旨〉
1.ロータリーを唯一無二にするのは、国境を超えた多様性。
2.ロータリアンは共有する価値観の下に集まった人々。
3.その価値観とは、｢4つのテスト｣と｢中核的価値観｣。
4.ロータリーは奉仕プロジェクトを実施する機会を与えてくれる。
5.寄付も重用ですが、奉仕プロジェクトをできるのがロータリーの魅力。
6.それらは、実施に目で見て体験できるもの。
7.ロータリーはリーダーシップの機会も与えてくれる。
8.リーダーは、別の人のリーダーシップも養成する事ができ、さらに他の人も
インスピレーションを与えられる。
9.この変化の時代にリーダーとなれる人は幸い。
10.｢ロータリーは機会の扉を開く｣。世界の人々に開かれた扉。

♦ロータリーのビジョン声明
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、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。
Together,we see a world where people unite and take action to 
create lasting changeーacross the globe,in our communities, 
and in ourselves.

♦RI戦略計画：4つの優先事項
・より大きなインパクトをもたらす
・参加者の基盤を広げる
・参加者の積極的なかかわりを促す
・適応力を高める

♦地区方針
『行動するロータリアン!世界で何かよいことをしよう、TOGETHER！』
　ーロータリークラブの奉仕が、世界の平和につながってゆきますー

♦地区ビジョン
私たち第2760地区は、RIテーマをよく理解した上で、それぞれ地域、クラブ
の特性を鑑みて｢活力のある、個性に満ちた、多様性のある｣クラブが活躍で
きる場所・場面を提案・支援してゆきます。

♦地区行動方針
1.クラブはロータリーの中心。クラブの活性化を図ろう。
ロータリーはクラブがその中心です。クラブ戦略委員会を設置して5年後の
ビジョンを描き、その魅力を会員に伝えます。また、クラブ研修委員会を設置
して、それを持続可能にする入会3年以内のクラブ会員のリーダーシップを
養成しましょう。職業奉仕プロジェクトを行って、クラブの活性化、会員増強
につなげましょう。テーマは｢環境｣が重視されます。財団のDDFを活用して
ください。(今は新型コロナも重点分野です)

2.ロータリーファミリーとの連携強化をしよう。
ローターアクター、インターアクター、ライラリアン、青少年交換学生、米山記
念奨学生たちの若い力を積極的に取り入れてロータリーの活性化を図りま
しょう。また、RCC(ロータリー地域社会共同隊)と連携してより大きな展開
を図りましょう。

3.オンライン・ツール、リソースの活用をしよう
マイロータリーには様々な情報リソースがあります。ロータリー賞も今年か
らクラブセントラルでの申請になります。ラーニングセンターもぜひ活用して
ください。

4.会員増強をしよう
奉仕プロジェクトによる会員増強。今年度はローターアクターとの共同作業
を通じて双方が刺激しあい、より高次の活動を開発し、仲間を増やしましょ
う。また、新クラブ結成のために｢衛星クラブ｣を考慮にいれてください。

5.ロータリー賞へ挑戦しよう
今年度からクラブセントラルでの申請になりますのでご注意ください。

6.国際大会(台湾　台北市)
2021年6月12日(土)～16日(水)へ参加しよう。
台湾は親日国であり、旅の魅力も一杯です。台湾で世界のロータリアンと交
流しましょう。ガバナーナイトは6月13日(日)圓山大飯店です。
ポイント1：ローターアクトに注目しよう(共同プロジェクトの推進)

例会のご案内
■今週 10月15日（木）    

■次々週卓話 10月29日（木）    

10月22日（木）    

会員卓話 米山奨学生リャン チェンさん： 

テ ー マ
会員卓話

イニシエーションスピーチ
田中　英雄さん
： 
：

■次週の卓話

定款により休会

ホルガー・クナークRI会長はローターアクターと｢ロータリアンとの共同プロ
ジェクト｣を推奨しています。テーマは｢環境｣+新型コロナが重視されていま
す。若い世代の活発さ、SNSなどのITに詳しく、チーム活動を好みます。こうし
た特性を活かすことができれば、ロータリアンとの相乗効果で素晴らしいプ
ロジェクトにつながります。ご存知のように、ローターアクターは、ロータリア
ンになってゆきます。
　地区ローターアクト委員会も今年度からローターアクターをほぼ同数入
れた｢新・地区ローターアクト委員会｣になります。プロジェクト・アイデアに関
しては、新設した地区ロータリー奉仕委員会にご相談下さい。その際はロー
タリー奉仕委員会にご相談下さい。その際はロータリー財団の資金を活用し
てください。
　優秀プロジェクトには、地区より支援金を拠出します。今回、優勝した名古
屋中央RACには地区より30万円の支援金を拠出し、国道の側道の緑化事
業を行い、マスコミにも報道していただきます。
ポイント2：クラブ活発化セミナー
すでに、9月4日(金)に行われましたが、今年度より財団セミナーに、会員増強
セミナー、公共イメージ向上セミナーを合わせ、クラブ活性化セミナーといた
しました。地区内には、85のクラブがあり、遠方から訪れる会長・幹事さん、ク
ラブ委員さんも多く見えます。名古屋市内クラブからも｢出席委員会が多す
ぎる｣との批判もあります。こうした方々のご負担を減らすことが課題でもあ
りました。3つの委員会には、集中してインパクトのあるセミナーをしてもら
い、3者による相乗効果を出してもらえればと期待します。
ポイント3：会員増強に｢衛生クラブ｣を活用しよう
ポイント4：台北ガバナーナイトで打ち上げしましょう
前年度、ホノルル国際大会は残念ながら中止になりました。今年度の台湾・
台北市の国際大会は2021年6月12日(土)から16日(水)に開催されます。
当2760地区のガバナーナイトは圓山大飯店(THE GRAND HOTEL)で13
日(日)に行われます。

♦クラブの皆さんにお願いです。
1.2021年3月14日愛知県国際会議場でのハイブリッド地区大会が行われ
ます。100％全員登録運動にご協力ください。
2.MY ROTARYがバージョンアップしまし、使い易くなりました。是非登録を
お願いします。
3.ロータリー財団・米山記念奨学事業へのご寄付をよろしくお願いします。
(今年は日本のロータリー100周年です)
4.台北国際大会へ参加しましょう。一生の思い出になります。
・ロータリー財団の大口寄付者には、ジャック・ニクラウスの個人レッスンもご
ざいます。ぜひ、よろしくお願いいたします。
・米国サンティエゴでの1月の国際競技会の時に、ホルガー・クナークRI会長
から公式訪問の際にクラブ会員の皆さんに伝えてくださいと書簡を預かって
おります。この場を借りて、皆さんに読み上げさせていただきます。
1.地区は、新しい革新的なクラブモデルを作ることに積極的に取り組みます。
そのためには皆さまからのご支援が必要となります。皆さまはまた、衛生クラ
ブや地域社会を基盤とするローターアクトクラブを立ち上げることで、参加
者の基盤を広げることに貢献できます。
2.すべてのクラブは毎年、少なくとも一回の戦略会議を開き、皆様には次の
ことを会員に問いかけていただきます。｢私たちのクラブは5年後にどのよう
なクラブになっているべきか、また、このビジョンを達成するためにどのよう
な価値を得る事ができるか｣この会議を進行する人を選んで下さい。
3.新会員を注意して選びましょう。新会員にとって皆さまのクラブがぴったり
と合うこと、そして新会員の期待に応えるクラブであることを確認しましょう。
新会員の面倒を見て、積極的な参加を促してください。ロータリアンとなるに
不相応な年齢などありません。
4.ポリオ根絶のための寄付を行い、10月の世界ポリオデーに合わせた行事。
イベントを開催し、これからも根絶活動の支援を継続していきましょう。私た
ちは、世界の子どもたちと交わした約束を守らなければなりません。

ロゴマークの意味
三つの扉は機会の扉を表現
扉の色は、
1.ロータリー・ロイヤルブルー
2.ロータリー・ゴールド
3.ローターアクトのクランベリー・レッド
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