
                              

本日の例会 
   

  第 18６7回  2022年(令和 4年)  10月 4日（火） 

 クラブフォーラム 
  
   

前回の例会 
 

  第 18６6回 2022年(令和 4年) 9月 26日（月）晴 

 ３ＲＣ合同 篭橋 美久 ガバナー公式訪問例会 

  名古屋観光ホテル３F 那古の間 
 

 

   

◆会長幹事懇談会             11：30～12：10                
  

  例会前に篭橋ガバナー、岩月地区幹事と、東・昭和・千種 

  ３RC会長、幹事で懇談会が開催されました。 

 
 

◆国歌「君が代」 

◆奉仕の理想 
 

◆来訪者の紹介       

 篭橋 美久 ガバナー  （名古屋中 RC） 

 岩月 雅章 地区幹事  （名古屋中 RC） 
 

◆出席報告 

 正会員  ２８（２4） 名    出席 18名 

 出席率  75．00 ％ 
 

 

 

  名古屋千種 RC 林 永芳 会長挨拶               
 

本日の合同例会を設営いただき

ました名古屋東ロータリークラブ

の皆様には、心より御礼申し上げ

ます。また、篭橋ガバナー・岩月地

区幹事には、大変お忙しい中を、

名古屋東・昭和・千種ロータリーク

ラブ合同例会にご来臨いただき

まして、誠にありがとうございま

した。 

先ほど、例会に先立ちまして、会長幹事懇談会が開催さ

れ、いろいろな意見や方針なども聞かせていただき、た

いへん有意義な時間となりました。 

 名古屋千種ロータリークラブは１９８２年に設立され、本

年度で４０周年を迎えます。来月、７日には、創立４０周年

記念例会を、名古屋東急ホテルで催します。 

 

 

記念講演には高橋洋一氏をお迎えし、記憶に残るすばら

しい例会を目指して準備も整っております。ガバナーはじ

め、各会長幹事様には、ご臨席をお願いいたしておりま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 また、今年度は、「東名古屋分区インターシティーミーテ

ィング」も千種ロータリークラブがホストクラブになってお

ります。開催は来年の２月ですが、こちらの方も着々と準

備が進んでおりまして、皆様とご一緒に、ひとつのテーマ

を共有できればいいなと思っております。 

記念講演には、藤原紀香さんのボランティア活動につい

て話をしていただくことになっております。「スマイル・プ

リーズ」という子ども基金の活動です。 

コロナの影響で実に４年ぶりの I.M.開催となる予定です

が、またコロナの影響がないことを心から祈っておりま

す。ぜひ、皆様ご参加いただきますよう、お願い申し上げ

ます。 

 他の事業も盛りだくさんで頑張っておりますが、千種ロ

ータリークラブは人数も少なく、大きな課題も抱えており

ます。会員増強などもその大きな課題のひとつです。 

本日、篭橋ガバナーとの懇談会でのお話や、これからお伺

いする、講和や方針は、千種ロータリークラブの課題の解

決にきっと役に立つと思い、楽しみにしております。 

 あらためて、ガバナーにご来席いただきましたことに感

謝申し上げ、挨拶といたします。ありがとうございました。 

 
 

 

   名古屋昭和 RC 寺野 哲也 会長挨拶        
 

本年度、昭和ロータリークラブの

会長をしております寺野でござい

ます。 

 まず、はじめに、本日の合同例会

を設営していただきました岩口会

長をはじめとする名古屋東ロータ

リークラブの皆様には、心より感

謝申し上げます。 

 ２年半の間、新型コロナウイルスの影響で、例会を中止

せざるを得ない状況が続きました。やはり、ロータリー

は、このように皆さんで参加し、元気をいただいて、それ

を行動に結びつけていかなければならないと思います。 

 昭和ロータリークラブは、昨年度３０周年を迎えました。

３０年の今までの歩みの中で、良いところは残し、昭和ロ

ータリークラブをより良いクラブにする為に変えた方が

                

１０ 



 

良いと思うところは、変えていこうと、本年度の会長方針

は、「参加して行動しよう！ チェンジ（進化）」とさせてい

ただきました。 

 昭和ロータリークラブは、３０周年までに会員を６０名に

するという目標がありました。しかし、コロナ禍の為、増え

るどころか、減少してしまい、昨年度末には４６名になっ

てしまいました。 

本年度は、より積極的な活動を行い、会員６０名を目標と

しています。これまでに復帰会員２名、新会員３名、そのう

ち女性会員２名と５名の新会員が入会してくれました。こ

の調子で目標に少しでも近づけるよう頑張って行きたい

と考えています。 

 又、昨今増えている児童虐待という問題について、昭和

区役所からのご依頼により、少しでも児童虐待が減少す

るように「児童相談所虐待対応ダイヤル啓発用キーホル

ダー」を作成する事にしました。 

 物事を変えようとする時には、強い意志が必要ですし、

反発もあります。残りの９ヶ月間、めげずに、ぶれずに、会

長方針のとおり突き進んでいこうと考えています。親クラ

ブである、東ロータリークラブの皆様、兄弟クラブである

千種ロータリークラブの皆様には、引き続きご支援、ご鞭

撻をいただきます事をお願いしまして、昭和ロータリーク

ラブ会長としての挨拶とさせていただきます。 

 
 

 

   名古屋東 RC 岩口 孝一 会長挨拶       
 

千種ロータリークラブの皆様、昭

和ロータリークラブの皆様、そし

て名古屋東ロータリークラブの皆

様、こんにちは。 

名古屋東ロータリークラブ会長の

岩口です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

本日は篭橋ガバナーの公式訪問

例会、大変ご苦労様です。 

本年度の名古屋東ロータリークラブの方針は、ガバナー

の掲げられました、 「未来を描こう、笑顔でつなごう 

～一人一人のチャレンジを力に！ 変化に対応できるク

ラブを目指して～」 の方針のもと、今年度の名古屋東ロ

ータリークラブでは、 『伝統を守りつつ、変化に対応を 

～みんな仲良く、そして楽しく～』 を掲げて日々邁進して

おります。 

その一つに、ハイブリット例会の開催、これはリアル例会

に ZOOM を併用して例会に参加できなくても ZOOM

で例会に参加できるようにしました。 

二つめに、例会の欠席を連絡していただき、食事の廃棄

ゼロを目指して頑張ってます。 

三つめに、会員の減少に伴い、今まで手を付けていなか

った、委員会の統廃合の検討を会長エレクトの下で行って

います。 

そして四つめに、親睦活動委員会のもと、みんなが参加で

きる、数々の楽しい親睦活動を実行しています。みんなが

仲が良ければ、何でもできる、と思っています。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

  ガバナー 講話 
 

国際ロータリー第 2760地区 

篭橋 美久ガバナー 
 

ジェニファーE.ジョーンズ RI会長

が、今年１月、全世界に向けてメッ

セージを発信しました。 
 

「IMAGINE ROTARY  

想像してください、 私たちがベ

ストを尽くせる世界を。 想像してみてください」 
 

今、ロータリーは変革の時代に入っております。 

私は、「想像」を「計画」と置きかえさせていただきました。 

「計画」してみてください。 
 

➢ ２０２２ー20２３年度 地区方針 

 未来を描こう、笑顔でつなごう 

    ～一人一人のチャレンジを力に！ 

           変化に対応できるクラブを目指して～ 
 

変化に対応できるクラブを皆さん一人一人の力で創り上

げて頂きたい。皆さんの一人一人の力をお借りしたいと

思います 
 

➢ ＲＩ基本方針： ロータリー重点分野 

６つの重点分野に新しく「環境」が加わり、７つの重点分野

になりました。 

環境の中の一つとして、昨年

は、ゼロコロナ、ゼロカー

ボン、ゼロポリオに取り

組んできました。 

しかし、これらは単年度

ではなく継続して取り組

まなければならないテー

マです。 

ロータリーは単年度では

なく複数年で考え、戦力的に活

動していかなければいけません。 

 

➢ ＲＩ基本方針： ＤＥＩ推進を基本に！ 

ロータリーはDEIを基本にして進んで参ります。 
 

DEI:ロータリーの定義 

Diversity(多様性)：ロータリーは、あらゆる背景をもつ

人や幅広い文化、経験、アイデンティティの人を歓迎しま

す。 

Equity(公平さ)：ロータリーは、クラブ会員の公平な扱

いと機会の均等を保つよう努めています。 

Inclusion (インクルージョン)：ロータリーは、あらゆる

人が歓迎されていると感じ、尊重され、会員として大切に

されるクラブの環境づくりに力を注いでいます。 
 

この中で D の多様性はロータリーとしては受け入れてい

ることです。今日お集まりの皆さまも同業者ではなく異

業種の集まりです。これは多様性です。ロータリーでは過

去からずっと受け入れられてきました。 

インクルージョンは、開放性。尊敬して、尊重しましょうと

いうことです。皆の意見を尊重して受け入れましょう。仲

間として迎え入れましょう。 

それぞれに違いを持った人々を組織が受け入れ、能力や

個性を伸ばして活かすことが大事だと思います 



 

・女性の活躍推進 

 女性がグループでより活躍できるようにさまざまな 

 制度を定めたり、環境を整えたりする 

・若者の活躍推進 

 若者の発想を採り入れる 

・シニアの活躍推進 

 経験から来る知識、ノウハウの伝達 

・障害者の活躍推進 

 みんなの力を元に共助し合う 

・外国人の活用推進 

 

平等と公平は違います。公平というのがロータリーのする

べき活動ではないでしょうか？ 
 

  
 

ダイバーシティとインクルージョンは両立してこそ意味が

あると思います。ロータリーとしては、この２つを絶対外

すことができません。 

私は DEIを「デアイ」と呼んでいます。「デアイ」と覚えて

ください。 
 
 

 
 

この図は、排除、分離、統合、インクルーシブの違いを表し

ています。排除をしてはいけません。排除ではなく、分離

して別のグループを作る、これもダメです。また、統合す

ることではどうか、分離の延長線上の統合ではダメです。

別枠ではなく一つのグループとして活動することを考え

てください。ロータリーはインクルーシブを目指していま

す。 
 

多様性・公平さ・開放性（ＤＥＩ）に関する声明 

ロータリーは、持続可能な変化を生むために人びとが手

を取りあって行動する世界というビジョンの実現には、す

べての背景、年齢、民族、人種、肌の色、障害、学習スタイ

ル、宗教、信条、社会経済的立場、文化、婚姻状況、使用言

語、性別、性的指向、ジェンダー自認だけでなく、異なるア

イデア、考え、価値感、信念を持つ人びとによる貢献を大

切にします。 

 
 

◆地区活動方針として 

➢ クラブのサポート強化 

奉仕活動の情報を地区からクラブに提供 

クラブ相互の良い関係を築く 

セミナー開催方式としてワークショップ方式を取り入れ

ましょう（対話型）（参加型） 

活動発表を例会時に行いましょう 
 

➢ より大きなインパクトをもたらす 

インパクトのある奉仕活動を実施しよう 

・ロータリー財団からの資金を活用し、近隣クラブ（２クラ

ブ以上）との共同プロジェクトを実施しましょう。このため

に地区委員会が協力します 

・地域社会のリーダーと協力して、問題点・ニーズを察知

し解決に向けた手助け活動を強化し、地域に貢献しましょ

う 

➢ ポリオ根絶への貢献 

10月 24日は世界ポリオデーです 

ポリオ根絶募金活動をロータリー財団中心に実施し、地域

社会へのアピールを行いましょう。 

各地で計画されたイベントにて、地域社会への広報に努

め、ファンドレイジングを行いポリオ根絶に協力しましょ

う。 

ポリオ根絶に対する寄付額を 30 ドル/人達成しましょう 
 

➢ 参加者の基盤を広げる 

クラブの基盤で申し上げるなら、会員の数です。第２７６０

地区目標としては 5,000名を達成したい。 

昨年度も5,000名が目標でしたが、達成できておりませ

んでしたので、もう一度チャレンジしたいと思います。 

これに向けて皆様一人一人の力をお借りしたい。 
 

➢ ロータリーファミリーとの連携を強化しよう 

米山記念奨学学友、青少年学友との連携を図り、将来の

ロータリアン育成に努めるとともに、イベント活動の成功

のための助言を行う。 

特に、ローターアクトクラブの運営は、提唱クラブからの

支援を受け運営されていますが、自立・自営に向けた活

動を今年度から始めましょう。自立のための初年度と致し

ます。 
 

➢ 参加者の積極的なかかわりを促す 

地域社会に役立つクラブになろう 

・ホームページの活用を促進しましょう 

・地区内各委員会との連携を図りましょう 

・あらゆる人が参加できる組織としましょう 

・すべての人に公平で開放的なクラブを目指しましょう

（ＤＥＩ） 

・地域社会との繋がりを重視し、支援活動に力を入れまし

ょう 
 

➢ 適応力を高める 

計画的なクラブ運営・活動を行いましょう 

・MY ROTARYの登録の促進を図りましょう 

・クラブセントラルに登録し、定期的な検証を行い、年間

目標の達成を実現しましょう （数値管理） 

・年間活動計画を明確にクラブ会員に周知し、奉仕事業を

成功させましょう 

・数値目標を設定し、それに向かって一丸となって進んで

行きましょう 

 



 

➢ 地区大会 

11月１２日（土） 名古屋観光ホテル 

11月１３日（日） 愛知県国際展示場 

ホストクラブ：常滑ロータリークラブ 

登録だけではなく、みんなで参加して成功させましょう！ 
 

➢ 参加型イベント活動 

第１０回ワールド・フード＋ふれ愛フェスタ（ＷＦＦ）開催 

2023年 4月 15日（土）・16日（日） エディオン久屋

広場にて開催いたします 

・WFFの 3つの目的 

 (1)収益金による人道的奉仕活動 （ファンドレイジング） 

 (2)ロータリーの公共イメージ向上 

 (3)ポリオ根絶に参加 
 

➢ 国際大会  

国際大会（メルボルン）へ参加しよう 

２０２３年 5月 27日（土）～31日（水）   

 ガバナーナイトを実施します！ 
 

最後になりますが、アーチクラウンはこう言われました。 

ロータリーは後退することもなければ、歩みを止めるこ
ともない。 
ロータリーは前進しなければならない。 
 

これをお忘れなく、充実あるロータリー活動をしていただ

きたい。充実したロータリーライフになりますよう祈念い

たしまして、私の講話ではなく“お願い”として結ばさせて

いただきます。ありがとうございました。 
 

 
 

謝辞／  名古屋東 RC岩口 孝一 会長 

 籠橋ガバナー、岩月地区幹事、本日は大変ありがとうご

ざいました。これから、まだまだ長い役目が残っています

が、くれぐれも体調に気を付けられて、元気で、頑張って

ください。本日は大変ありがとうございました。 

 

 
 

 
 

例会後、篭橋ガバナーの END POLIO NOW ラッピング

カーの前で記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

◆委員会報告                                          
 

 9月22日（木）ホテルメルパルク名古屋にて、米山奨学 

 委員長会議・第２５回米山学友会総会・懇親会が開催され 

 ました。 

     
          米山奨学生  ウンドリナさん 

    担当教員 名古屋大学 杉村 泰 教授 
 

 

 
 

１０月例会のお知らせ 
 

   《10月は経済と地域社会の発展月間・米山月間です》 
 

    １０月 ４日（火） 12：30 東急ホテル４F栄の間 

     クラブフォーラム  
 

    １０月１１日（火）⇒例会変更 １０月７日（金）16：30  

  東急ホテル３Fバロック 

     名古屋千種ＲＣ創立４０周年記念例会（式典・祝宴） 
 

     １０月１８日（火） 12：30 東急ホテル４F雅の間 

      友愛の日  ゲスト ウンドリナさん 

      米山卓話 「米山記念奨学事業について」 
              地区米山奨学委員会 森 正志さん 

        理事役員会  
 
 

       １０月２５日（火） 休会  
 

    

 
 

 
 

 

    足立 一郎  朝倉 寿宜      福井 浩道 

   長谷川 亨  林  永芳      池森 由幸 

   伊藤 健文  加藤 重雄      河合 隆史  

    太田 和孝  大谷  恩    笹野 義春 

    重見 有美  鈴木 聖三      舎人  経昭      

    吉田   玄  

                       16件計 58，０００円 
 

   

  

 
 

次回例会 :  2022年 10月 7日（金） 16：30  名古屋東急ホテル 3階 バロック  

   名古屋千種ロータリークラブ創立 40周年記念例会 （式典・祝宴） 

 

ニコボックス 

 

 

 

 

 
 


