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第1786回2020年（令和2年)9月29B(火）

友愛の日
皆さんこんにちは｡東クラブ会長の岡

本でございます。本日は、岡部地区ガ

バナーをお迎えしての3クラブ合同

例会です。岡部ガバナー、どうかよろ

しくお願い致します。

本日は､ここホテルナゴヤキャッス

ルでの例会開催となりましたが､ご承
k長きにわたり、ここを毎週の例会場

蕊
先回の例会

第1785回2020年（令和2年)9月15B(火)I=

岡部勢ガバナー公式訪問3RC合同例会

ホテルナゴヤキャッスル2F 天守の間（南）

ホスト：名古屋千種□－タリークラブ

鞭

知の通り、東RCは長きにわたり、ここを毎週の例会場

としていました。そして本日が公式に利用させていただ

く最後の機会となりました。東クラブの会員一同、万感

の思いで、本日の合同例会に参加しているわけでありま

す｡そして、ガバナー公式訪問という節目の合同例会が、
こうして無事開催されますことをまずもって、幹事クラ

ブの千種RCの大谷会長はじめ閨係者の皆様方に、心よ

りお礼申し上げます。

ここで、東ロータリークラブの本年度のクラブ方針を

改めてご紹介させていただきます．「新しい□ータリー

ライフヘの挑戦1しなやかにウイズコロナ」であります。

ところで、 「しなやかにウイズコロナ」が殺し文句の

はずだったのですが、ここにきて、少々食瘍気味、 「ウ

イズコロナ」になかなかなじめない自分がいることに、

イライラが募る毎日です。たまには錦に飲みに行きたい

し、みんなで、鍋をつついてワイワイやりたい。真夏の

マスクはうっとうしい。何事も「言うは易く、行うは難

し」であります。

新型コロナ禍はまだまだこれからが本番です｡非常時
にはオンラインのWEB例会やZOOM会議を活用して、

言実に、□－タリー活動を－歩一歩、進めてまいりたい
と思っています。以上で私の会長挨拶といたします。

◇会長幹事懇談会~~~ ~ 11230～12:10

3F｢尚古の問」

鰯
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岡部勢ガバナー､伊藤満琉地区幹事、
名古屋東RC岡本光生会長､山田哲也幹事、名古屋昭
和RC高橋進会長､瀧篤人幹事､当クラブ大谷恩会長、

松岡多加倫幹事が出席して懇談会が開催されました。
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●君が代

◆奉仕の理想
●来訪者紹介

RI第2760地区ガバナー岡部努氏（名古屋北RC)
RI第2760地区副幹事 伊藤満琉氏（名古屋北RC)

●出席報告

正会員 35(29)名出席19名

出席率 65．52％

鰯

｜ 名古屋昭和RC高橋進会長挨拶’

皆さん、こんにちは。

昭和クラブ第1231回の例会になりま

す。本日はコロナ禍の中、ホストクラ

ブの千種クラブさん設営ありがとうご

ざいます。平時とは違う配慮をして頂

き、ご苦労をおかけしたことと存じま

h

I『瀞
需凍

懲翻
す｡会場のキヤッスルホテルさんにもお礼を述べたいと

患います。また会員の皆さんにも多数ご参加いただきあ
りがとうございます。

会長テーマ『不易流行』 本紙は鮮生紙を使用しておI)ます‘，

■



先ほど、ガバナーより直接に情報の伝達やご指導を頂

きました。ご報告もさせて頂きました。ガバナーとの距

離がより近く感じられました。残り9か月、心して会を

行ってまいります。家族クラブとして3クラブが合同例

会で会員が集うということは大変よいことと思います。

会員同士単独クラブの枠をこえた、親睦、安否確認、情

報交換等々の意味もあり、□－タリーとして大事なこと

の一つと考えます。時ﾉﾏ行えたらと思います。

一方、例会、会議、行事について時代に沿った方法も

考えてゆかなければなりません｡私どもの先回の理事会

ではWeb例会、ZOOM会議等の検討、推進の意見が出ま

した。まだカメラ機能のないパソコンを使っているアナ

ログ会長として今後勉強し､私個人の設備投資も含め一

つ一つ向上してゆくつもりです。よろしくご指導をお願

いいたします。

キャッスルホテルさんも今月末で当分のお休みと聞

いております。私共は以前、地区大会、地区協議会のホ

ストをつとめさせていただきました。なつかしく思い出

されます。新しくなったのち、またいろいろな行事、会

議がここで開催されんことを祈っております。

昨日、我が国の新しいリーダーが選ばれました。抽象

的ですが､社会が今よりより良くなることを祈念して挨

拶を終わります。ありがとうございました。

I 講話：第2760地区岡部勢ガバナー

1月19日～25日までアメリカ・サ

ンディエゴの国際協議会に参加し

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。

Rotaryopensopportunities.
ロータリーは機会の扉を開く
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ロータリーは機会の扉を開く

二
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と奉仕活動で機会を多くの人に開こう

◆国際協議会におけるクナークRi会長講話〈講話要旨〉

1． □一タリーを唯一無二にするのは、国境を超えた

多様性。

2． □－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． 寄付も重要ですが、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、実際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
ことができ、さらに他の人にもインスピレーショ

ンを与えられる。

g. この変化の時代にリーダーとなれる人は幸い。

10 「□一タリーは機会の扉を開く｣。世界の人々に開

かれた扉。

◆□一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。

~｢bgether,weseeaworldwherepeopleuniteand
takeactiontocreatelaringchange-acrossthe
globe, inourcommunities,andinourseives

名古屋千種RC大谷恩会長挨拶

すことができ心から感謝申し上げます。

さて、名古屋千種□－タリークラブは、 1982年に設

立し、今年で38年目を迎えることができました。現在

の会員数は35名で、最も会員数が多かった時と比べま

すと、約半数になってしまいました。会員数が多ければ

クラブの活力も生まれますし､岡部ガバナーの今年度の

行動指針の中にも「会員増強をしよう」という項目もあ

りますので、□一タリークラブの魅力と本クラブの良さ

を多くの方々にアピールして､会員増強に力を注ぎたい

と考えています。

今年度の本クラブの主なプロジェクトは､東山植物園

で半年間、花苗の植付けから撤去まで敷地内の花壇の世

話をする「花いっぱいプロジェクト」や、星ヶ丘三越前

で介助犬育成支援のための募金活動などを計画してい

ます。

今年度は、新型コロナウイルスの影響で様ﾉﾏな面で行

動が制限されますが、感染防止対策を行い、工夫をしな

がら、なるべく例年と同じような形で例会・行事を実施

していきたいと考えています。

最後に、本日、岡部ガバナーよりご講話をいただくこ
とと3□－タリークラブ合同で例会が開催できましたこ

とに感謝を申し上げ挨拶といたします｡有難うございま
した。

◆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1

世界で何かよいことをしよう、TOGETHER!』

－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－

◆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、

それぞれの地域、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。

◆地区行動指針

1．クラブはロータリーの中心。

クラブの活性化を図ろう。

□一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。職業奉仕を通じて社会に貢献し、
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。 （今は新型コロナも菫

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。

□一ターアクター、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□－タリーの活性化を図りましよう。また、

RCC(ロータリー地域社会共同隊）と連携してより大き

な展開を図りましよう。

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。□

－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□一ターア

クトがクローズアップされています。ロータリアンとロ

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」を者盧にい

れてください。

5．ロータリー賞へ挑戦しよう。（地区便覧参照）

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12B(Zt)～16B(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□－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。

地区□－ターアクト委員会も今年度から□－ターア

クターをほぼ同数入れた「新・地区□－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□一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っていただ

きます。 10月10日に事業を行い、マスコミにも報道し

ていただきます。

"fイント2：クラ奉荏fブセミナー

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、クラブ委員長さんも多くみえます。

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。

"fアント3：会員轌鐡ごr萄奎クラズ／を鍔L/､a

"fアントユ:台北が/|ナーナイトて茨7ち_と/プしましょう

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

GRANDHOTEL)で13日（日）に行われます。

◆クラブの皆さんにお願いです。

込
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■
1． 2021年3月14日愛知県国際展示場でのハイブリッ

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.MYROTARYがバージョンアップし、使い易くなり

ました。是非登録をお願いします。

3．口－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。

。□－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。

・米国サンディエゴでの1月の国際協議会の時に、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。

放りアントプ ：ローターアク/、に注宮しよう（共同プロジ

ェクトの推進）

ホルガー・クナークRI会長は□－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、□一ターアクターは、□一タリ

アンになってゆきます。



＞報告‘,曇稔-.~ ､’

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、

衛星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､皆さま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ステンプ

を踏むべきか｣｢私たちのクラブで､会員はどの

ような価値を得ることができるか」この会議を

進行する人を選んでください。

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のに不相応な年

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。
、 ．． 刺.、 っ
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WEHAVETOBEREVOLUTIONARYFROMTIME

TOTIME/変化の時代に「革命的になるべし！」

新型コロナに負けるな！

前年度6月より延期された2019-20年度地区役員会長懇

談会は､9月12日(土)に｢2019-20伊藤ガバナー顕彰報

告会｣として開催されました｡伊藤直前会長が出席､米山記
念奨学部門のガバナー特別賞をいただきました。

ガバナー特別賞
米山記念奨学部門

名古屋千穂ロータリーｸﾗﾌ殿

弱クラ′ネ

ド記伽半巽達瑛撤.鞠!“宇

壼--タ:I卒イ>薙製,三多大i亡寄尋され寝した

良句でそみ功績全隊え
ニニ,二炎＆~ ，士一堂-f－

ｸﾗﾌ一人平均2万円以上の寄付額を達成
クラブ特別寄付率go船以j二を遠成

鍼浩ら
RYD2760

2019-20年度
ガバナー 蕊鍵Rotary

／

＞ 10月11月例会内容のご案内

10月6日（火) 12:30名古屋東急ホテル3F錦の間

◎卓話:名古屋第二赤十字病院

副院長兼看護部長伊藤明子様
＋例会後13:40～諮問会

10月13日（火) 12:30名古屋東急ホテル3F錦の問

◎友愛の日

地区大会PR(地区大会実行委員／知立RC)

会員3分間スピーチ

◇例会後13:40～理事役員会

10月20B(火）例会変更→24B(土）

◎秋季家族会

10月27日（火）例会変更＝11月6日（金）

◎職場例会古川美術館･松楓閣

11月3日（火）休会定款規定
･＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・

く10月は経済と地域社会の発展月間／米山月間＞

「□－タリーの友｣8．9月号にも米山記念奨学金制度、

寄付金･財政についても詳しく紹介されておりますので

ご覧ください。
事業のシンボルマーク
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岡部ガバナー、伊藤地区幹事

名古屋東RC様、名古屋昭和RC様

本日はよろしくお願いいたします。

足立一郎 萩原喜代子 伊藤健文

加藤重雄 河合隆史 小山雅弘

松岡多加倫 太田和孝 大谷 恩

笹野義舂 重見有美 志水ひろみ

鈴木聖三 舎人経昭 碓氷美佳

渡邊源市
本日はガバナー公式訪問SRC合同例会です。よろしく

お願いいたします 19件|合計63,000円’

重なり合うハートは｢ロータリアン｣と

｢奨学生｣です。

外国人留学生の支援･交流を通じて

国を超えた信頼関係を築き､世界の

平和を願う"心"を育てるという､事業

創設の願いが込められています。

手は､そうした"心"を生み出すと同時に当事業がロータリ

アンの手で支えられていることを示しています。

次回例会:2020年(令和2年) 10月6日（火) 12:30 名古屋東急ホテルSF「錦の間」

卓話： 名古屋第二赤十字病院副院長兼言謹部長伊藤明子様


