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２０１９年（令和元年）５月１６日 (木 )晴れ  第２６４９回（当年度第３５回）例会 
 

 

点 鐘                 会長  片平 博己君

司 会                  ＳＡＡ  近藤 道麿君 

ロータリーソング斉唱       「それでこそロータリー」

四つのテスト斉唱                

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

会長挨拶                    会長 片平 博己君 

 
2020東京オリンピックの観戦チケット抽選申込が始ま

り、どんどんその日が近づいてきている印象を受けます。

日本においては過去 3 回オリンピックが開催されており

ますが、その際ロータリーはどのような関わりをしていた

かを少し話します。 

1964年の東京オリンピックは 10月 10日から 24日ま

で開催されました。その時には東京ＲＣが中心となり、

「聖火台設備工事代」として 304 万円を寄付して、その

台座の大理石にはロータリーの徽章が彫られているそ

うです。京都ＲＣはオリンピック観光客のために奉仕通

訳を依頼し、腕章を付けて京都市内のパトロールや道

案内ガイド等を実施。熱海ＲＣ、越谷ＲＣは他団体と協

力して町をきれいにする運動を展開。地元のオリンピッ

ク選手を例会に招き激励したそうです。 

1972 年開催の札幌冬季オリンピックの時には、北海

道の 2 地区が全国のロータリアンに協力を呼びかけ、3

年間で 2400 万円の寄付を集め、真駒内屋外競技場に

聖火台を設置しました。また札幌オリンピックのテーマ

曲「虹の雪のバラード」は、ＮＨＫの依頼で札幌西ＲＣの

会長が作詞されたそうです。そしてこの 2 点については、

開会式聖火点火時にアナウンサーが全世界の視聴者

に告げたということです。 

1998 年の長野オリンピックでは原田・船木らがジャン

プ団体で金メダルを取りましたが、白馬地区（第 2600地

区）が、ジャンプ台の正面に「ミニ聖火台」を寄贈し、そ

の周辺に桜を植樹したそうです。全国 34 地区の賛同を

得て 3 年計画で募金活動を実施し、長野オリンピック冬

季競技大会組織委員会に1億円、長野パラリンピック冬

季競技大会組織委員会に約 2380 万円を協力金として

寄付しています。長野でも主要な協議開催地には、ロー

タリーサービスカウンターが設けられおもてなしをしたと

のことです。 

2020 東京オリンピック・パラリンピックでも、ロータリー

としてどのような関わり合いができるかについても楽し

みではないでしょうか？ 

幹事報告   -別紙-       副幹事 暮石 哲真君 

祝   福              委員長  尾関 育良君 

出席報告              委員長  冨永 典夫君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ２８名  １８名 ７３．６８％ 

前々回の補正はありません。 

ニコボックス                   冨永 典夫君 

○担当委員長の皆様 地区研修・協議会報告 

 宜しくお願いします。 

片平 博己、加藤 義晴、波多野 智章、暮石 哲真各君 

○本日、地区研修協議会報告させて頂ききます。 

尾関 憲市君 

○本日、地区研修協議会の報告させて頂ききます。 

松井 智義君 

○本日の地区研修協議会の発表をさせて頂ききます。 

 よろしくお願いします。           沢田 昌久君 

○６４回目の誕生日です。ありがとうございます。 

               富田 清孝君 
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○今年もトリプルの祝福ありがとうございます。 

加藤 義晴君 

○本日卓話をさせて頂きます。よろしくお願いします。 

尾関 育良君 

○本日、地区研修協議会の報告させて頂ききます。国

際奉仕委員長 長瀬さんの代読もさせて頂きますの

でよろしくお願いいたします。     濱島 聡一朗君 

○地区研修協議会の報告よろしくお願いします。 

冨永 典夫、岩田 静夫、木本 寛、岩田 進市 各君 

卓 話 

地区研修・協議会報告 

次年度副会長 沢田 昌久君 

 
こんにちは。私は、次年度副会長という立場から、第

二分科会に参加してまいりました。司会は、江南クラブ

の木本さんがやられてみえ、最初に名古屋東山クラブ

の早川和夫さんから２月に行われた新会員研修セミナ

ーからの報告で始まりました。内容は、副会長としてロ

ータリーの今後の心構えを学習させて頂いた感があり

ました。まずは、 

〇なぜロータリークラブに入会したのか。自分の入会当

時を思い出してみてください。たとえば、 

●断れない人から誘われたから 

●会社で継続的に入会しているから 

●人を幸せにすることで自分も幸せになれそうだから 

●人とのコミュニケーションをすることが楽しいから 

●礼儀正しく、時間も守るようになるから 

●社会的に有名な人と話したりできるから 

〇クラブに入会しての感想  新会員研修セミナーでの

話し 

①ロータリークラブに入会していなければ話せないよう

な方々と話をする貴重な機会を得たりして入会して良か

った 

②継続的に転勤者が入っていた 

③期待して入ったのですが、こんなはずではなかった。 

なぜ③のように思うようになったのでしょうか。そしてそ

の原因は？ 

●クラブにある 

例会に出席してもほとんど話しかけられない 

ロータリークラブ・委員会などの説明がほとんどない 

●自分にある 

仕事が忙しくなかなか例会に出席できない 

自分から積極的にクラブの役割をする気にならない 

 じゃあ、ロータリーライフを楽しくするには 

①目的をもつこと 

自分はロータリーに何のために入るのか 

たとえば、自分の会社を良くしたい 

いろんな人と話して情報や知識を得たい 

②まずは参加すること 

奉仕活動、例会や委員会活動 

③ロータリーを知ること 

ロータリーやクラブの決まり事・用語など 

そしてロータリーの義務をしっかり果たそう 

クラブ会費を払うこと、例会にでること、ロータリーの友

を読んで周りの活動を知ることロータリアンとして人との

つながりや絆を深めましょうという内容だったと思います。 

次年度社会奉仕委員長 尾関 憲市君 

 
「テーマ」社会奉仕活動のヒントを見つけよう 国際奉仕

を楽しみ、世界とコネクト 

ロータリー地域社会共同隊  RCC     (Rotary 

Community corps)          マイロータリーより抜粋 

ロータリー地域社会共同隊(ＲＣＣ) は、ロータリークラ

ブ会員以外の人々が、ロータリーの取り組みに賛同し、

地域社会のためにボランティア活動をするグループで

す。ＲＣＣメンバーは、地元地域のプロジェクトを計画・

実行したり、ロータリークラブのプロジェクトに協力しま

す。ＲＣＣと協力することで、クラブには以下のようなメリ

ットがあります。 

① 地元住民が地元の問題に責任を持って取り組むた

めの力を与えることによって、地域が抱える問題へ

の解決策を見つける。 

② 計画、実行、モニタリングといったプロジェクトのす

べての側面で地元住民に参加してもらうことで、プ

ロジェクトが持続可能なものとなる。 

③ 地元住民のメンターとなり、彼らにプロジェクトを先

導してもらうことによって、リーダーを育成する。 

 現在、世界９０ヵ国以上に、8,500 を超えるＲＣがありま

す。 

次年度親睦活動委員長 松井 智義君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

地区研修協議会において、先はロータリーのテーマが

発表されて「ロータリーは世界をつなぐ」との発表が有り

続いて地区活動方針の発表が有り（グローバルに考え

地域社会とつながりを成長させよう）ポスト平成のクラブ

をデザインするとの活動方針の発表が有りました。 

その後各分科会に移り第 2分科会では 4名の方々から 

① クラブでの活動研修について 

② クラブ活動奉仕それぞれの役割について 

③ クラブ奉仕について 

④  クラブでの例会について 

との卓話を拝聴いたしました。 

この 1年のロータリー活動の為に有意義な時間と成りま

した。 

次年度会員増強委員長 濱島 聡一朗君 

 
先日の地区協議会にて、私は本会議と第１分科会に

出席しましたので報告させていただきます。 

冒頭で、多様性と柔軟性を持続するには、まずクラブ

を強化し、クラブを成長させることが重要であると伊藤

ガバナーエレクトからの言葉があり、昨年打ち立てられ

てしまったロータリーの退会者数の記録のことも踏まえ、

この問題解決のためには会員の増強が不可欠であると

の強いメッセージが発せられました。 

現在の日本の人口ピラミッドを提示し、今後の人口減

少や高齢化を考慮して、特に５０歳未満の若い会員を

増強し、クラブを若返らせる重要性についても示唆され

ていました。具体的数値目標として、２７６０地区の会員

数を現在の約 4,930 名から 5,000 名まで増加させ、さら

にその内の約 240名の女性会員を 300名まで増加させ

ることを目指しています。 

澤田文雄次期地区会員増強委員長からも、日本全

体としては現在の３ゾーンを維持するために、105,000

名の会員数を目標としていることも説明されました。会

員増強は簡単なものではないにせよ、具体的な方策と

して何がロータリーの魅力であるかを候補者にしっかり

と伝えることと、候補者ファーストで本人（候補者）のた

めにロータリーに誘うことを十分に配慮して進めるよう、

助言がありました。 

大変耳の痛い話ではありますが、非常に印象的であ

ったこととして、「人の集まらないクラブの特徴」をお話し

されました。 

①毎年なんとなく会員増強をしている。②会員増強の

目標は純増１〜２名。③増強委員長がなんとなく声をか

けている。④新しい会員にロータリーを教えない。⑤若

い会員が例会や懇親会で肩身が狭い。⑥ホームページ

やリーフレットがない。⑦毎年同じような活動・クラブの

方向性がない。 

以上の７項目になりますが、江南ロータリークラブは

いかがでしょう？ 

次年度は輝かしい年を迎えますが、同時に会員の皆

様は多忙を極める１年になるかと思います。今回の研

修で学んだことを踏まえて、今年度の見直すべき点を

見直し、次年度は皆様に無理な負担をおかけしないな

がらも、全員一丸で取り組めるような増強を考えていき

たいと思います。 

以上でご報告とさせていただきます。 

次年度国際奉仕委員長 長瀬 晴義君 

代読 濱島 聡一朗君 

 
 地区協議会本会議後、第 4 分科会に出席しましたの

で報告させていただきます。 

社会奉仕活動のヒントをみつけよう  

国際奉仕を楽しみ、世界とコネクト   のテーマにて、

塩谷次期地区社会奉仕委員長、木村次期地区国際奉

仕委員長のリーダー挨拶から始まり、伊藤 豪次期ガ

バナー補佐の挨拶後、社会奉仕委員会関係について

は、社会奉仕について、環境保全について、RCC につ

いてと題し各次期地区社会奉仕副委員長よりスライド画

像にて報告されました。 

また、国際奉仕委員会関係については、グローバル

補助金を用いた国際奉仕事業事例を名古屋大須ロータ

リークラブ前国際奉仕委員長よりスライド画像にて発表

され、国際奉仕事業実施国の情報を次期地区ポリオプ

ラス/職業研修チーム委員長よりいくつかのグローバル

補助金事業のプロポーザルの紹介をされ、 

 DDF 15,000 ドル+WF 15,000 ドル 総額 30,000 ドル以

上を目標にパートナーを探していますということで6つの

重点分野を発表されました。 

① 平和と紛争予防/紛争解決 

② 疾病予防と治療 

③ 水と衛生 

④ 母子の健康 

⑤ 基本的教育と識字率向上 

⑥ 経済と地域社会の発展 

この 6 つの重点分野については、いずれも当該地区の

ガバナーやパスト・ガバナー、地区財団委員長を通して

提案されているもので、地元担当クラブが補助金申請

手続き→実行→報告書提出→継続性の確保まで、一

貫して責任をもって実行することをガバナー等が約束し

ている案件です。またそれぞれ地区としてのサポートも
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約束していますと発表され、最後に子供の笑顔は最大

の贈り物！国際奉仕を楽しみましょう！海外の友人をた

くさんつくりましょう！と締めくくられました。 

以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきま

す。 

次年度副幹事 尾関 育良君 

 
次年度副幹事を仰せつかっております尾関育良です。

宜しくお願い致します。 

私は本来であれば、第１分科会に出席すべきでありまし

たが、第７分科会の出席者がいませんでしたので、私が

急遽出席致しました。今回のご報告では、分科会の内

容に絞り、先週の永井さんの報告に補足をさせていた

だきます。 

 第７分科会は、青少年奉仕部門でした。 

 まず、岡田次期地区青少年奉仕委員長から、青少年

奉仕委員会の活動方針についての発表がありました。 

２７６０地区は、インターアクト、ローターアクト、ＲＹＬＡ等

の青少年奉仕プログラムへの参加人数が９００人であり、

これは日本でも突出しているとのことでした。 

 しかし、これらの青少年が在籍するのは３年未満が平

均であり、その後のロータリーとの関わりが続いていか

ないことを指摘され、学友との交流を深めてロータリー

について知ってもらうようなクロスプロモーションを行うこ

とが必要であるとの説明がありました。 

具体的には、米山奨学生をＲＹＬＡに参加してもらうよう

にロータリークラブが繋げる等の提案がありました。 

 

 次に、杉本次期地区インターアクト委員長より、現在１

８クラブ、５９４人が在籍している等のインターアクトクラ

ブの現状についての説明、地区インターアクトクラブ委

員会の役割の説明、及びインターアクトクラブの例会に

参加していないロータリークラブがあること、地区のロー

タリークラブの数に比べてインターアクトクラブの数が少

ないといった問題点の指摘がありました。 

 

 その後、村田次期地区ローターアクト委員長よりロー

ターアクトについての説明がありました。 

 その中で、現在９クラブあり、１０７名が在籍しているこ

と、名古屋芸大に２７６０地区で初の大学が基盤となっ

たローターアクトが誕生したこと等の説明、アクト全体の

問題としてメンバー不足であること、ロータリアンのアク

トに対する理解度が低いといった問題点が指摘されまし

た。 

 その後、豊田広域ＲＡＣの原田地区代表エレクトから、

会員増強の為にＬＩＮＥを使った広報活動をしていること、

全国ローターアクト研修会があること等の説明がありま

した。 

 

 そして、その後、ＲＹＬＡ委員会の発表では、ＲＹＬＡに

参加した方によるジャパンＲＹＬＡ及び国際ＲＹＬＡの活

動報告があり、青少年交換員会の発表では、青少年交

換プログラムの説明やＲＯＴＥＸ活動報告がありました。 

青少年交換プログラムにつきましては、２０１９－２０２０

年度は９名を派遣するということでした。このプログラム

につきましても、高額のコストがネックとなり、スポンサ

ークラブが不足しているという問題の指摘がありました。 

学友委員会からは、学友への参加を促すメリットや、学

友に参加してもらえずにロータリークラブとの関係が途

切れてしまう原因などの説明がありました。 

 今回の研修に参加し、青少年奉仕の具体的な活動内

容を知ることができました。 

 特に、ＲＹＬＡについては、若い年代でのリーダーの育

成を目的としたプログラムであるという漠然としたイメー

ジしかなかったのですが、事前課題が出たり、主体的に

取り組まなければならないプログラムが組まれているな

ど具体的な活動内容がわかり、また、実際に参加され

た方の発表を通じて、得られるものの多いプログラムな

のだということがわかり、非常に勉強になりました。 

次年度幹事 中村 耕司君 

 
２０１９－２０年 地区研修・協議会 第１分科会（クラブ

管理・会員増強部門）テーマ：グローバルに考え、地域

社会とつながり ロータリーを成長させよう 

次年度、幹事を仰せつかりました中村です。 

私は、第１分科会のクラブ管理・会員増強部門に参加し

ましたので報告します。 

分科会テーマは「グローバルに考え、地域社会とつなが

り ロータリーを成長させよう」です。 

伊藤ガバナーエレクトより地区方針について説明があり

ました。 

「グローバルに考え、地域社会とつながり、ロータリーを

成長させよう」 

― ポスト平成のクラブをデザインしよう－ 

話は多岐にわたりましたが、一番印象に残ったのは、日

本の人口ピラミッドを用いて日本の人口減少を説明した

後に、会員が減少することは避けられず、単に会員を増
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やすだけでなく、次のリーダーを育てるという意識で会

員増強しないとロータリーが衰退すると話されました。 

ロータリー５つ中核的価値観（親睦・高潔性・多様性・奉

仕・リーダーシップ）をベースに、知的多様性 と革新的

柔軟性 を取り入れることによりロータリーを成長させる。 

２０１７年にロータリーのビジョン声明が発表になった

「私たちロータリアンは、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。」 

活動指針 

〇クラブ戦略委員会で例会と奉仕の在り方を見直す 

〇会員増強と退会防止 

〇ポリオ撲滅への貢献 

〇ロータリー賞への挑戦 

〇国際大会（ハワイ・ホノルル）への参加 

神野地区拡大・WFF 実行委員長より、WFF の収益構造

と収支実績の説明があり、収入は会員に購入してもらう

チケット売上金、飲食物販ブースの出店料、会員企業

の協賛広告料などで構成され、収益金は「パキスタンの

人道支援」&「ポリオ撲滅」支援基金にあてることができ、

大きな国際奉仕活動を行うことができていると、WFF 事

業の成果を話されました。 

澤田地区会員増強委員長より、２７６０地区の会員数の

状況説明があり、ました。２０１９年２月時点で、会員数

493１人で女性会員は２４６人（５％）、地区目標は５０００

人で女性会員は３００人（６％）であり、日本増員目標１

０５，０００人を達成し ３ゾーンを確保することがRIへの

発言力を維持しないといけないと話されました。 

具体的な気づきとしては、入会をお誘いするなら次の 3

つが言えますか？「あなたはロータリーを楽しんでいま

すか？」「クラブは楽しいですか？」「5 年後の自分をイメ

ージできますか？」候補者をロータリーに誘うなら、候補

者ファーストが大切であり、本人（候補者）の為にロータ

リーに誘う、本人の為（メリット）生きがい・信頼できる友、

ビジネス発展・自身の成長 決して会員が減少している

ので助けてほしいと言って勧誘しても効果は低いと・・・ 

人が集まらないクラブの特徴として、毎年なんとなく会

員増強している。会員増強の目標は１～２名。増強委員

長がなんとなく声を掛けている。新しい会員にロータリ

ーを教えない。若い会員が例会や懇親会で肩身が狭い。

ホームページやリーフレットがない。毎年同じ様な活動・

クラブの方向性がない。 

神戸地区危機管理委員長より、過去にロータリークラブ

でセクハラがおきており、大きな問題として認識し対策し

ていると。３．１１以前と以後で危機管理委員会の範囲

は拡大しています。それまでは青少年交換事業の青少

年からセクハラ被害を守るのが中心でしたが、３．１１以

後は交換学生を自然災害から守ると共に、RC と地域社

会との連携を取ることも追加された。事態収拾のための

保険も必要になった。                    

いろいろな気づきを頂いた研修会でした。今回教えて頂

いた項目を自分なりにかみ砕いて次年度のクラブ運営

に生かしていきたいと思います。皆様からのご指導をよ

ろしくお願いします。 

 

本日の食事 

 
点鐘                    会長  片平 博己君 

 

第 2760地区ローターアクト年次大会開催 

 
5/19(日)10:00～田原文化会館にて開催されました。 

当クラブからは、伊藤靖祐君、南村朋幸君、木本 寛君 

が出席しました。 

 

 

会報・広報雑誌委員会便り 

My ROTARYアカウントを登録してください。 

○豊富な資料・情報収集やニュースレターの無料購読 

が出来ます！ 

例：会員増強資料、手続要覧、国際大会等の動画、

ご自身の寄付履歴、ラーニングセンター 

○世界中のクラブの現況や、奉仕活動のヒントを得る 

ことが出来ます！ 

例：公式名簿、ロータリークラブ・セントラル、ロータリ

ーショーケース、補助金センター 

○世界中のロータリアンと繋がってアイデアの交換や 

交流を深めて頂くことが出来ます！ 
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早速登録してみましょう！ 

 
アカウント登録をクリック 

 

 
氏名、メールアドレスは半角英数字で会員登録してある

通りに正しく入力してください。 

「はい」にチェックを入れ、「続ける」のボタンをクリックし

ます。 

※PC メールの届かない携帯アドレス等はご利用頂けま

せん 

 

 
上記の画面が表示されたら「国際ロータリー」から登録

したメールアドレスにメールが届きます。 

 

 

 
登録したメールアドレスの受信箱を開き、届いたメール

をクリックすると「ロータリーウェブサイト：登録完了まで

あと少しです」というメールが届くので、文中の「アカウン

トを有効にする」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご希望のパスワードを設定し、 

「セキュリティ保護用の質問」を一覧から選び、「答え」(4 

文字以上)を入力した後、「CREATE ACCOUNT 」を一

回だけクリックします 

パスワードは英数字 8 文字以上で、大文字、小文字、

数字各 1 つ以上を含んで設定して下さい。メールアドレ

スと類似したパスワードは設定できません。 

 

 
「続ける」のボタンをクリックすると登録完了となり、ロ

グイン状態でマイロータリーのトップページが表示され

ます。以上で登録完了です。 

（担当 猪子 明） 


