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国際ロータリー第2760地区ガバナー･プロフィール

国際ロータリー第2760地区

1997～'98年度ガバナー

犬飼栄肺(1929年10)二18日'に）

所属クラブ

名TIT歴東I*iロータリークラブ

職業分類

シニア・アクティブ(私鉄経営）

役 職

名lli爆鉄逆(株)代表取締役副社長

勤務先住所

〒450名占雌.ily' |:'村区名駅一丁'三| 2番4号

噛話052-581-9281

FAX O52-581-2910

自宅住所

〒''91 ・窩市栄・Tlil3-7-1003

ロータリー歴

1982年11月 名古屋火1fiRC入会

1985年～86年 lijl 親睦活肋委員長

1986年~87年 ｜司SAA

1987年～88年 l,1会報委員長

1988年～89年同 ドt会奉仕委員長

1990年～91年 I司 l];I際奉l･l委員長

1991年～92年 I司職業奉仕委員長

1993年～9'lイト同会長

（ポールハリスフェロー米山功労者）
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ガバナー事務所

〒450 名古爆市『1'村瞳名駅1－2-'1

名鉄グランドホテルl411%f417号室

電話 ()52-561-0020

FAX O52-561-0021

学歴・職歴

1952年京部大学法学部卒業

名占屋鉄道株式会社入社

1975年同取締役鉄道部長

1980年同総務取締役営業本部長

1981年名鉄観光サービス株式会社代表取締役社長

1992年名古屋鉄道株式会社代表取締役副社長

名鉄観光サービス株式会社代表取締役会長

全IZIPIIP友の会会長

1995年碧南観光サービス株式会社代表取締役会長

1996年名古県遊覧バス株式会社代表取締役社長

株式会社夫姉滑パラダイス代表取締役会長
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泰年膳会長テーマ 思いやり"の心を卿 本紙は蛎秘尉瞬を繊用,しておりまず。



先週の記録 一…-‘震脅-,愚ﾂｰ癖ﾂ剤が饗丙勢徳響藏~“製
R ビ
ョ 乳

；第724回平成9年8月19日(火） 晴 ；
哩 ビ分区代理訪問
3 1
噌侭勢』侭協ﾕ，侭穿｡〈？ミツらﾕ'扉ツーFｼ勢鰔解､胃ツー“稗〈声ツー癖ツー〆一応轡《Fｼ蝉』rγ:ツー《，幸‘,侭参蝿

囲“我等の生業”

囮出席報告

会貝 68名 出席 59名

出勝率 8676％

前々同 7月29日(修正出席率) 98.51%

座ビジター紹介

l11田静夫名古屋第二分区代理

作禎夫地区副幹事

徳永和人名古屋第二分区代理付幹事他7名

囹ケスト紹介

インターアクI､クラブ

職間河合保昌・近藤賢両l

生徒 l l l辺 文・成1II 佳子・加藤あすか

’二コボックス｜

名古屋第二分区代理山田静夫君

地区副幹事 伴 禎夫君

分区代理付幹事 徳永和人君

4x[1は貴クラブの訪問11で、会長様始め会員の拷様

方には大変お世話になります。

名古屋守山RC今井光映君分区代理訪問にIIII席さ

せていただき光栄です。

松居敬二君、鈴木理之君 ll llll第．分区代理をお

迎えして。

秋山茂則君飛騨川事故から満29年。昨[1法要を済

まして来ました。

浅井誠寿君ご無沙汰しました。神崎さん歓迎。

橋本邦美君木口よりお世話になります。

加藤大豊君大谷先生インターハイ ・ハンドボール

催勝おめでとうございました。

松島孝彰君久しぶりです。誕ﾉ|ﾐ｢I祝い。

大谷和雄君商校総体で名矩付高ハンドボール部が

優勝いたしました。

足立一成君、二村聰君、林哲央君、池田隆君、

石黒正則君、伊豫田博明君、釜谷健一君、神崎

住恵さん、河村政孝君、菊池昭元君、小林明君、

小杉啓彰君、小山雅弘君、久保田皓君、宮尾

紘司君、水野宏君、水野民也君、水野賀續君、

水谷祥督君、永井正義君、中井常雄君、中根

三郎君、成田良治君、西川豊長君、西尾正巳君、

大口弘和君、鴦谷龍男君、佐久間良治君、笹野

義春君、鈴木正男君、田部井良和君、竹内眞三君、

田中昭二君、谷口優君、魚津常義君、和田正

敏君、鷲野義明君、渡辺辰夫君、山本眞輔君、

吉田節美君、 山田分区代理をお迎えして。

|新入会員入会式’

石田会員増強委員良挨拶

小林君より紹介

松勝会長よりバッチ~ネームプレート下渡し

新人会員橋本邦美君より人会寅‘す
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囹新入会員紹介
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支社長

千噸区今池5-35-1l

小林 Iﾘl

生命保険

親睦活動

氏 名

生年月u

事業所
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推薦者
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委員会
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鈴木(理)幹事報告’ る時間に充てられることとなるのです。また同時に、

アメリカのように、 クラブ同士の代表者とガバナーと

が話し合う機会が持てるのではないかと思われます。

日本の中にもニューリーダーシップをどんどん行なっ

ている地区もあるそうです。これから一年、私もガバ

ナーのもとに、前向きな姿勢で、できる限り協力的に

取り組んでいこうと考えております。皆様も是非この

ような気持ちでこれからの1年間ご協力お願い申し上

げます。 （文責伊･豫田）

1 ．本日例会終了後、クラブアセンブリーを開催致し

ますので理事役員・各委員長は、芙蓉の間にお集り

下さい。

その後、理事役員会を開催致しますので、理事役

員の方はそのままお残り下さい。

2．次回例会はガバナー公式訪問ですが、今年度名東

RC合同で場所が国|際ホテルに変更致しますのでお

間違いの無いようご出席下さい。

｜山田静夫名古屋第二分区代理挨拶’ |インターアクトクラブ山辺文さん挨拶’
－－■■
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さて今日は、私の役柄上、今年のRI会長のテーマ

と2760地区のガバナーの5つの方針について簡単に申

し上げることに致します。

もう既に松居会長から十分にお聞きおよびであると

は思いますが、今年のRI会長のテーマは、 「SHOW

ROTARYCARES｣=「ロータリーの心を」です。

そして、私達のガバナーの犬飼さんは次の5つの方針

を立てています。

l . ニューリーダーシッププラン

2. SHOWROTARYCARE

3．新世代の育成と環境保全

4． クラブ拡大と会員の増強

5． ワンクラブ・ワンカラー

皆様お気づきの通り、ガバナーは、RI会長のテーマ

を2番'三|に致しまして、 1番最初にニューリーダーシ

ップというものをお持ちになっております。このニュー

リーダーシップとは何かと申しますと、 1996年にRI

理事会におきまして承認が推奨され、 3年ほどテスト

ケースとして、パイロットプラン的に行われているプ

ランであります。犬飼ガバナーは、この考えを、その

年の3月にカルフォルニアでRI会長を交えて行われた

国際協議会で、既に考えておいでになったそうでござ

います。私と致しましては、ロータリーがこれから先

マンモス化される中、活性化がなくなり、マンネリ化

してしまう事をお考えになって、ニューリーダーシップ

という考えを持たれたのでないかと思っております。

現在まだ推奨の段階であるこのプランが具体的に承

認されるためには、 1年にできれば3つくらい新しい

クラブを作ってほしいとガバナーはおっしゃいます。

lイ|さに2つのクラブが新設されたとすると、 10年で2

千人以上会員が増加することとなります。そうなりま

した時に、ガバナー訪問を2つないし3つのクラブで

一緒に行なえば、ガバナーのゆとりの時間が増え、そ

のゆとりをグローバルなロータリー全体をお考えにな

今日はこのような例会にお招きくださって本当にあ

りがとうございます。

さて、私達名短付高IACは、今年に入って様々な活

動を行なってきました。 4月には合宿・募金活動、 5

月には清掃活動、 6月にも募金活動を行ないました。

そして7月。私は海外派遣団の一員としてオーストラ

リアに行きました。

日本を発つ前、私は10日間も家を出たことがありま

せんでしたので、とても不安でした。しかし、オース

トラリア研修の10日間は、鴬きと感動とそして失敗の

連続で、本当にあっという間に過ぎてしまいました。

絵本のような家々、壮大なブルーマウンテン、乗馬体

験、人違いに勘違い、カンガルーやコアラのイメージ

と違った一面。そして何よりも人との出会いです。

地図の上ではこんなにも遠い場所に、私をあたたか

く迎えてくれるホス|､ファミリーや、 また会う約束を

してくれる友達ができました。

そして私がこのような人達に出会えたのは、この海

外研修をバックアップして下さったロータリアンの皆

様のおかげだと大変感謝しています。本当にありがと

うございました。 （文責伊豫田）

二m

｜松居会長挨拶｜

本日は、山田静夫名古屋第二分区代理、伴禎夫地区

副幹事、徳永和人分区代理付･幹事をお迎え出来、心よ

り歓迎申し上げます。

また、名古屋短期大学付･屈高等学校インターアクト

クラブの顧問の先生と代表3名の方をゲストとして出

席頂き、一生懸命活躍されている報告を伺いました。

どうぞ今後も勉学に活動にがんばって下さい。

前回の例会では、ローターアクトとの合同例会で皆様

も楽しく歓談されたことと思います。

これからもこのようにインターアク|、 ．ローターアク
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であります。本年は当クラブ創立15周年を迎える事も

あり､大幅増を目指し極力努力したいと思っています。

犬飼ガバナーは八月の会員増強と拡大の月間を前に、

｢全員参加で会員増強作戦を」とのタイトルで、この

一年で少なくとも三分の一以上のメンバーが新会員を

推薦されるようお願いします…。と要望されておりま

す。そこで当クラブと致しましても今こそ会員一人一

人がかつてRI会長のダクターマン氏が指摘されたよ

うに「自分をスポンサーしてくれた人があったからこ

そ入会出来た」ということを再認識していただき、自

ら進んでスポンサーになる勇気と努力が求められるの

ではないでしょうか。その為には、全会員の皆様方が

未充填職業分類をご承知おき願い同時に、シニア・ア

クティブ会員の皆様方は、是非とも後継者の入会をお

願いします。

卜の方々と交流出来るよう機会をもっていきたいと思

います。

これから理事役員・各委員会委員長の出席でクラブ協

議会を開催致しますが次回ガバナー公式訪問に控え

て、分区代理よりご指導頂ける事と存じますのでよろ

しくお願い致します。

segscg愚誤謬詠琴獄c令c…誤クラブ協議会･鋲鍾旦冨c2鍾曾琴含c…Ce唇co

13:30～15:00芙蓉の間

例会終了後、山田分区代理、伴地区副幹事、徳

永分区代理付幹事の御出席のもとにクラブ協議会

が開かれました。理事役員・各委員長の報告に親

切で的確な助言を加えられ、終始なごやかな雰囲

気で滞りなく終了しました。
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'一一ｶﾊﾅｰよりお知らせ一一；規定審議会議題の申出について （）

|｜ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げ|｜
(） ます。 （）

; ￥素より地区の｡-ｸﾘｰ活鋤に格別のご高I
;配をたまわり厚く御礼申し上げます．｛ さて､ 1998年1月12日~16日の日程でｲﾝﾄ~デド
イ リーにおいて、 3年に1度のRI.規定審議会が開1

(|催され､当地区から盛田和昭ﾊｽﾄｶﾊﾅｰが代；

{|表溌蕊皇蕊享確款細則､各”,｝
（）

{|ブ定款等の規則の制定･改廃を審議する議題(制(’‘,定案とよばれます)と、それ以外の議題､例えば{I

＝
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分区代理より、各家庭に貯金箱を配布し家族の

方にも奉仕協力をお願いされた事は大変良いとお

ことばを頂きました。

IIR畔事含醐湧空饗噌決議す講習､蕊II(）
(）いは新しい奉仕活動のプロジェクl､を採用・推進

|Iする議題など(決議案とよばれます)の二通りの識
(）題が審議されます。
(） つきましては、各クラブにおいて制定案・決議
(）
(）案どちらでも結構ですが、各会員から募集、また

{|理事会でご発案のうえ、 9月末日までにｶﾊﾅｰ
(）事務所にお寄せいただきますようお願い申し上げ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

今年度活動報告
会員増強および拡大月間に因み

囹黒野会員選考委員長

創立以来10年余の伝統を守り、より･一層の充実と発

展のため、善意な人、ロータリー活動に貢献する適格

な人の増強が要求される。

当委員会は松居会長の増強計画に沿って、会員増強

委員会、職業分類委員会、鈴木幹事と連絡をとり、推

薦者の的確な情報を受け、会員として真にふさわしい

人物を慎重に選考すべく努力している。

1 ．会員身分に精通していること。

2．人格や評判は申し分ないか。

3．企業の評判はよいか。

4．奉仕の精神に熱意をもっているか。

5．会員として財政的義務を果たせるか。

6．地区の各行事に積極的に参加出来るか。

7． クラブ行事や例会に規則正しく出席出来るか。

上記の基準に基づいて選考し、理事会に報告する。本

年度の松居会長は増強に熱意旺盛で増強目標に着々近

づきつつある。幸い新入会員はすばらしい方々ばかり

で、意義ある十五周年記念が新しい時代へ橋渡しとな

ることを念願している。

囮石田会員増強委員長

今年度の会員増強委員会は、松居会長の重点目標に
沿い、若い会員と女性会員合わせて12名の増強が目標
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I※悪制懲に…分につ‘、てば提出蛎限のI() JtfdiO，雨ﾘﾉ廷乗合(－刀』刀、匂う眉r《＝~ノいLIa､ｺ定画釧|奴Uノ ()

II関係上､次回3年後開催の規定審議会の議題とし ()
(’て次年度以降への引継ぎ事項となりますことをごり

||了壽殿R.I.ill側第7W1995手綴削00) I
;をご参照下さい。 ル敬具＄I
(） 1
～～～～～～～～－－－－～～～～～一一～～

囮8月度理事会議題

1．新入会員候補者承認の件

2．新入会員候補者の件

3．職場例会(10月7日変更)のfl

4．事務局採用の件

囮次回例会(9月2日）

講演 “自己紹介”

“私の職業”

会員藤堂至正君

会員神崎住恵さん
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