会長挨拶

本日の行事予定 (2013 年 8 月 30 日)
第 2936 回例会
卓話担当：伊藤雅昭君
講
師：インド舞踊家
小久保シュヴァ氏
演
題：「インド文化を楽しく学ぶ」

先回の記録（例会）
第 2935 回 ’13 年 8 月 23 日（金）晴れ
≪会員増強月間≫
卓話担当：会員増強委員長 山田勝弘君
講
師：地区会員増強委員長
加藤陽一君（瀬戸ＲＣ）
演
題：「会員増強月間によせて」
ストレッチ体操 水野人志君
ロータリーソング 「我等の生業」
ソングリーダー 加藤泰一郎君
会 員 総 数 67 名
7 月 26 日例会分訂正
出席免除会員 20 名
欠 席 会 員 14 名
本日出席会員 52 名
MAKEUP 会 員
6名
本日の出席率 77.61％ 訂 正 出 席 率 100％
超 過 出 席 寺島淳一君、山田勝弘君(地区会員
増強セミナー)、鈴木吉男君、三谷栄一君(第 1 回
地区国際奉仕委員長会議)、鈴木吉男君、寺島淳一
君、相羽あつ子君、開田広君、稲垣宏高君、伊藤
哲朗君、片岡鉄君、加藤則之君、三谷栄一君、野々
山勝也君、滝川林一君、田中正明君、山本達彦君、
八谷潤一君(天王祭・米山奨学及び新世代委員会)、
鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳一君、安江正博
君、服部貴君、浅井賢次君、篠田廣君、伊藤基君、
余郷利彦君、田中正明君、加藤則之君、三谷栄一
君、山本達彦君、加藤泰一郎君、八谷潤一君(第 2
回役員理事委員長会議)、鈴木吉
男君（第 2 回地区国際奉仕委員
会）、伊藤哲朗君、寺島淳一君、
加藤泰一郎君、高木輝和君、松
崎安孝君、矢田潔君（会員増強
委員会）

鈴木吉男会長
今日の卓話講師は今年度
地区会員増強委員長で瀬戸
ロータリーの加藤陽一さん
です。加藤さんと会ったの
は、5～6 年前に私が地区国
際奉仕委員長として瀬戸ロ
ータリーへ卓話に行ったと
きが最初でした。東海高校
の先輩だとわかり、瀬戸の有線放送でロータリー
アワーというのがありまして、それにも 30 分ほど
喋らされたりして、こき使われました。
これまでに、世界のロータリーの地区大会は、
台湾で新竹地区等 2 か所、タイのチェンマイ、フ
ィリピンのマニラなどに出席しました。マニラで
はたまたま隣の席がガバナー経験者で、以前はラ
イオンズのガバナーをやったり、出入りが自由だ
そうです。また、チェンマイでは夫婦で出席する
人が多く、大会のアトラクションで奥さんたちが
ダンスといったパフォーマンスをやっていました。
世界のロータリーは日本とだいぶ違いますから、
機会があったら、世界のいろんなクラブに出席し
て、ロータリーの面白さを味わってください。

幹事報告
寺島淳一幹事
1. 昨日、青少年交換学生の
成田浩規君がカナダに
出発しました。また、カ
ナダからの青少年交換
学生ジェッシー君も昨
日無事に到着しました。
11 月末まで横井啓泰(ひろやす)さん宅でお世話
になります。また、8 月 24 日、25 日に犬山ユ
ースホステルで行われる「青少年交換プログ
ラム・第 1 回オリエンテーション」にジェシ
ー君が参加します。
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2. 本日、「地区職業奉仕委員長会議」が名鉄ニ
ューグランドホテルで 12 時半より開催されて
います。河西あつ子職業奉仕委員長に出席し
ていただいております。
3. 本日、午後 6：30～国際奉仕委員会が「東照庵」
にて開催されます。
4. 8 月 29 日(木)、「地区内クラブ研修・情報委
員長会議」が名鉄グランドホテルで開催され
ます。加藤泰一郎クラブ奉仕委員長に出席し
ていただきます。
5. 入会の申し込みがありました、石原総合法律
事務所の杦田勝彦(すぎたかつひこ)さんの推薦に
対し異議がありませんでしたので、来週 8 月
30 日の例会にゲストとして出席して頂きます。
6. 本日、9 月 20 日のガバナー補佐訪問例会後の
クラブ協議会のご案内を役員・理事・委員長・
新入会員及び入会 3 年未満で一度も参加され
ていない方にお配りしました。
7. 本日のウィークリーにも掲載していますが、
新世代委員会及び社会奉仕委員会の事業が中
日新聞の記事に載りましたので回覧させてい
ただいています。
8. 9 月 7 日（土）11：00～15：30、天王川公園に
て地域活性事業の「楽市楽座」が行われます。
会員の企業様でポスターを貼り出していただ
ける方は、後方に置いてありますので、お帰
りの際お持ち帰りください。
以上です。宜しくお願いします。

ニコボックス報告 第 2935 回分
水野人志ニコボックス委員
加藤陽一君（瀬戸ＲＣ）へ
たな卓話にお邪魔しました。
たいへん暑い中です。卓話
中十分おやすみ下さい。
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副
会長、寺島淳一幹事 ①地
区会員増強委員長の加藤陽
一君をおむかえして。②まだまだ暑い日が続きま
すが、皆様お体には十分お気を付け下さい。
浅井賢次君 ①お盆には家族皆で食事ができ、楽
しかったです。②朝の体操、ウォーキングで多く
の友人ができました。③毎日暑い日が続いていま
すが、お陰様で今年は熱中症にならなくて喜んで
居ります。
山田勝弘君 本日、卓話を担当します。
伊藤雅昭君 加藤陽一さんをお迎えして。
開田広君 地区会員増強委員長の加藤陽一さま。
瀬戸では大変大変お世話になり、誠にありがとう
ございました。本日の卓話、楽しみにしておりま
す。よろしくお願いします。
伊藤祥文君 伊藤誠さん、先日の神宮、お白石持
ちでは猛暑の中、大変お世話になりました。同じ
く、お白石持ちご奉仕の鶴見さん、余郷さん、滝

川さん、服部貴さん、山田勝弘さん、救急車のお
世話になることなく、色々ご協力有難うございま
した。
余郷利彦君、鶴見治貞君 8 月 9 日の例会を欠席
し伊勢神宮お白石持行事に参加致しました。
滝川林一君 神宮のお白石持行事、無事奉納しま
した。本日の例会欠席します。
加藤則之君 昨日交換学生、成田君が出国し、ジ
ェッシー君が来日しました。皆さん遊んでやって
下さい。
浅井彦治君 連続優勝してしまいました。これが
最後でしょう。
坂井裕君 昨日のゴルフ会、久々に入賞しました。
伊藤幸蔵君 生まれて初めてではありませんが、
鈴木吉男君にデニーズでごちそうになりました。
高木輝和君 中部電力の水野所長、浜岡原発を見
せて頂きありがとうございます。早く再稼働して
下さい。
幅辰雄君 松崎先生にお世話になりました。
相羽あつ子君 お盆が終わりました。まだまだ暑
いですね。
児玉昭君、堀田力男君、古川弘一君、加藤則之君、
田中正明君、篠田廣君、服部貴君、寺田妟章君、
伊藤幸蔵君、伊藤誠君、山田勝弘君、横井知代君、
高木輝和君 ウィークリーに写真が載りまして。
田中正明君、加藤則之君、小林啓子君、水野人志
君、佐藤敬治君 その他。

卓 話
≪会員増強月間≫
卓話担当：会員増強委員長 山田勝弘君
講
師：地区会員増強委員長
加藤陽一君（瀬戸ＲＣ）
演
題：「会員増強月間によせて」

ロータリーの地区は人数で区切られます。岐阜
県と三重県は同じ地区です。愛知県は多い時には
6,000 人以上の会員がいまして、二つに分けられ
そうになりましたが、現在 4,800 人を割っていま
す。特に年度の終わりにドッと減少して、新年度
に少しずつ増えてきています。
会員が亡くなると、その奥さんが入会して女性
会員が増えているクラブがあります。いろんな事
業をやるにしても、会員数が少ないと予算に限り
があります。退会防止も、会員増強です。
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その他

青少年交換学生だより（8/23 e-mail）
お見送りに来てくださった方々、
ありがとうございました。飛行機
の運航が遅れるなど、予定通りに
はいきませんでしたが、先ほど無
事到着しました。ホストファミリ
ーの家はレジャイナ空港から約 1
時間ほど車で移動したウェイバーンというところ
にあります。立派な家のすごく素敵な家族でした。
初飛行機、初海外ということですごく緊張して不
安も大きかったのですが、なんとかたどり着くこ
とができてよかったです。
報告は以上です。また細かいことはマンスリー
レポートとしてまとめる予定です。（成田浩規）

22 日の朝、青少年交換
学生の成田君がカナダ
へ出発、夜にはカナダ
からジェッシー君が来
日しました
伊藤哲朗副会長

よ
ろ
し
く

分
区
ゴ
ル
フ
加藤則之新世代委員長

8 月の RI 会長メッセージ

浅井彦治ゴルフ幹事

地域活性事業の「楽市楽座」のお知らせです。

新世代委員会
8 月 27 日(火)、カナダから来日した青少年交換
学生の Jessie Lafrance-Robineau（ジェッシー）君
と最初のホストファミリ
ーの横井啓泰さん、鈴木会
長、伊藤副会長、寺島幹事、
加藤新世代委員長が、伊藤
文郎津島市長を表敬訪問
しました。
市長から英語版津島市
のパンフレットとＣＤを
いただきました。

2013-14 年度、私たちのテ
ーマは、「ロータリーを実践
し みんなに豊かな人生を」
です。ロータリーが「世界で
よいことをする」ための驚異
的な能力を持っていること
は間違いありません。しかし、
今までより、もっと多くの「よいこと」ができる
のだということを認識し、新しい方法で、具体的
な成果につなげていくことを考える時期が来てい
ます。そのためには、ロータリアンに参加を促し、
ロータリアンの意欲を高め、ロータリーがいかに
素晴らしいものなのかということを、あらためて
認識していただかなければなりません。
ロータリーのすべてのプロジェクトや活動が信
頼でき、効果的で持続可能性があるものであるよ
うにしましょう。さらに、2015 年までに会員数 130
万人を達成という目標から目を離さず、ロータリ
ー自体の存続を確かなものとしましょう。この目
標はこれまでと違い、新会員を呼び込むだけのも
のではありません。ロータリーの会員基盤を拡大
し、参加意欲とモチベーションが高く、ロータリ
ーを将来に向けて先導してくれるような会員を増
やすことで、ロータリーを強化することです。
私たちがロータリーに入会した理由はさまざま
でも、世の中を少しでも良くしたい、何か有意義
なことをしたいという願いは共通です。私たちが
会員増強を図る上で、それを忘れてはならないと
思います。
私たちが求めているのは、多忙でも、それぞれ
の職業で成功を収め、高いモチベーションを持ち、
しかも思いやりを忘れない人たちです。そのよう
な人たちに、クラブに入って貴重な時間を割いて
もらいたいと言うのなら、その人たちが、入会後、
本当に価値のある体験ができるようにすべきです。

-3第 2936 回例会

すべてのクラブのすべてのロータリアンが、その
クラブや地域社会で実質的な違いを生めるような、
有意義な役割を務めてもらえるようにすべきです。
なぜなら、ロータリーで有意義な活動ができてこ
そ、ロータリーが自分にとって有意義なものとな
るからです。
ロータリーでは、すべての会員が、何らかのか
たちで貢献できます。ロータリーは、会員の人生
やキャリアを通じ、より多くの貢献をし、より幅
広い活動をし、より大きな支援をする機会を与え
てくれます。その結果、私たちは、より有意義で、
より高い目的を掲げ、より満足感のある人生を生
きることができます。力を注げば注ぐほど、より
多くを得ることができる。それがロータリーです。

ロータリー・ニュース（8 月 7 日）
2015-16 年度会長に
ラビンドラン氏
コロンボ・ロータリーク
ラブ（スリランカ）の会員、
K.R. "ラビ" ラビンドラン
氏が、指名委員会により
2015-16 年度国際ロータリ
ー会長に選出されました。
10 月 1 日までに対抗候補者が出ない限り、ラビン
ドラン氏が会長ノミニーとなります。
会員増強がロータリーにおける最優先課題であ
ると考えるラビンドラン氏は、「会員増強を図る
上で、今後も若い世代を重視するとともに、経験
豊富な退職者にも入会してもらわなくてはなりま
せん。一つの方法で、世界中の会員問題に対処す
ることはできないという認識に立ち、地域別の会
員増強計画を立てたのは適切であると思います」
と述べています。
ラビンドラン氏はさらに、「アルバート・アイ
ンシュタインが『同じことを繰り返しながら、違
う結果を望むことを、狂気という』と言ったよう
に、ロータリーの従来の方法は、良い結果を生み
ませんでした。今回の地域別会員増強計画で、世
界が 22 の地域に分けられ、それぞれの地域にあっ
た計画が実行されていることをうれしく思ってい
ます」と述べました。
「ロータリーが与えてきたインパクトを人々に理
解してもらえるよう、ロータリアンが、特にソー
シャルメディアを通じて、一貫性のあるかたちで、
ロータリー・ストーリーを伝えていかなければな
りません」と、ラビンドラン氏。「私たちのアイ
デンティティは、シンプルで、ロータリーの中核
となる価値観に基づいたものであり、しかも、ロ
ータリアン以外にも分かりやすいものでなければ
ならないと思います」

商学の学位を持つラビンドラン氏は、ティーバ
ッグの製造で世界をリードする上場企業、
Printcare PLC の創始者・CEO（最高経営責任者）
であり、そのほかいくつかの企業や慈善信託基金
の理事会メンバーを務めているほか、スリランカ
最 大 の 麻 薬 防 止 団 体 で あ る Sri Lanka Anti
Narcotics Association の創立会長です。
スリランカのポリオ・プラス委員長でもあるラ
ビンドラン氏はさらに、同国政府関係者、ユニセ
フ、ロータリーのメンバーからなるタスクフォー
スの委員長としてユニセフと協力し、同国北部を
領域とする武装組織から、全国予防接種デー（NDA）
中の一時停戦の約束を取り付けた実績があります。
1974 年にロータリーに入会したラビンドラン氏
は、これまで、国際ロータリーの理事および財務
長、ロータリー財団管理委員を務めたほか、国際
協議会のディスカッションリーダー、地区ガバナ
ー、規定審議会代表議員、ゾーン研究会委員長を
歴任しました。また、スリランカで津波によって
破壊された 25 校を再建する、ロータリー地区およ
びクラブのプロジェクトの委員長として、15,000
人の生徒たちの支援に貢献しました。ロータリー
財団功労表彰状、財団特別功労賞、ポリオのない
世界を目指す奉仕賞の受賞者でもあります。
バナシー夫人との間には、2 人のお子さんがい
らっしゃり、ご夫妻は共に、財団のメジャードナ
ー（レベル 4）です。
9 月の例会変更
クラブ名
名古屋東 RC
尾西 RC
名古屋名南 RC
名古屋東 RC
尾西 RC
一宮中央 RC
名古屋ｱｲﾘｽ RC

日
9/2
9/2
9/3
9/9
9/9
9/18
9/25

曜
月
月
火
月
月
水
水

サイン受付
ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
尾西信用金庫本店
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜）
ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
尾西信用金庫本店
一宮商工会議所(夜）
ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 1F

次回例会
第 2937 回 ’13 年 9 月 6 日（金）
卓話担当：加藤則之新世代委員長
講
師：地区青少年交換副委員長
高木政義君（名古屋大須ＲＣ）
演
題：「交換留学について」

お知らせ
■社会奉仕委員会
と き：9 月 2 日（月）18：30
ところ：夢菓子家
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