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犬山 RC・江南 RC・小牧 RC・岩倉 RC・愛知 REC 5 クラブ合同例会 】

点
鐘 小牧 RC 名和 千博会長
R . S ♪ 君が代 奉仕の理想
ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介 愛知 REC 森 俊明会長
☆R.I.第 2760 地区
2016-2017 年度ガバナー 服部 良男 様
☆R.I.第 2760 地区
2016-2017 年度地区幹事 岩月 昭佳 様
幹事報告
１）下記クラブは例会変更です
クラブ名
例会日（曜）
場所（変更理由）
瀬 戸 北
9 月27 日(火) (夜間例会)
岩
倉
9 月27 日(火) (定款 6-1 による休会)
9 月27 日(火)
名古屋城北
(秋の家族会)
→ 9 月25 日(日)
(ﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
瀬
戸
9 月28 日(水)
(夜間))
(岐阜城 RC との
可
茂
9 月28 日(水)
合同例会)
小
牧
9 月28 日(水) (定款 6-1 による休会)
名古屋守山
9 月28 日(水) (夜間例会)
各 務 原
9 月28 日(水) (IGM 夜間例会)
可
児
9 月29 日(木) (IGM 夜間例会)
9 月29 日(木)
名古屋丸の内
(ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問)
→ 9 月28 日(水)
9 月30 日(金)
名古屋みなと
(ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問)
→ 9 月28 日(水)
(夜間例会・
名 古 屋 東
10 月 3 日(月)
新会員歓迎会)
出席報告（丹羽敬昇委員長）
出席率 63.83％
会員 61 名 出席 30 名 欠席 31 名
欠席者 安達英昭君 福冨孝弘君 原正男君
稲垣圭次君 河田敏和君 紀藤政司君
牧野武彦君 松平實胤君 松山基邦君
三浦和昌君 野村憲治君 大海敏道君
大澤渡君 大薮雅章君 澤田禅君
鈴木一成君 山田直廣君
前例会の修正(9/13 分)
藤井友喜君(9/13eCLUBONE)加藤浩一君(9/7 第 2 回 R
財団委員会運営会議)紀藤政司君(9/13eCLUBONE)
牧野武彦君(9/14 可茂 RC)大澤渡君(9/9eCLUBONE)
山田直廣君(9/10 eCLUBONE)塚原義成君(9/15 可児
RC)
以上 87.04％を 100％に修正
前々例会の修正(9/6 分)
谷定貴之君(9/16 地区社会奉仕委員会)
以上 98.15％を 100％に修正

ニコボックス（埴田惣一委員長）
本日の投函金額 29,000 円

会 長 挨 拶（小牧 RC 名和 千博会長）

皆さんこんにちは！本日は、小牧の地で服部ガバナ
ーをお迎えし、公式訪問合同例会が多くの皆様のご協
力を得、開催されます事を改めてお礼申し上げます。
最後までこの共有している時間をお楽しみいただきた
いと思います。
私も今回の開催にあたり、カバナー地区方針をこれ
までにない位、繰り返し読ませていただきました。も
ちろん、江崎パストガバナーの次となりますが。方針
を理解したうえで改めて言葉をうかがい、更に理解を
深めたいと思います。
さて、開会に先立ちまして服部ガバナーと懇談をさ
せて頂く時間がございました。そこで、服部ガバナー
との会話を通じイメージと違う素敵な笑顔と暖かい人
柄にふれました。
本年の地区方針は、ロータリーの使命を遂行する為、
そして持続可能な組織とする為にもまずは、私達ロー
タリーの持つ価値・強みをよく理解し、実践に移しそ
の上でスケールメリットを活かし広くＰＲをしていき
ましょう。そう理解いたしました。
ロータリアンの使命は、在籍する事が重要ではなく、
実践する事に意義を見出すことが大事だと思います。
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ぜひ本日を機に改めて私たちが行動に移す、メモリア
ルデーとしたいと思います。
最後に重要な事がもう一つございます。それは、地
区大会の開催です。この度は東尾張分区内のクラブ全
員登録を頂きました。ご協力頂きました事に深く感謝
申し上げます。ありがとうございました。皆様の期待
に応えるべく現在も誠意努力いたしております。ぜひ、
期待を持って参加頂ければ幸いです。
華美な事は出来ませんが、心をこめた大会にしたい
と思いますので、改めて感謝を申し上げますと共に本
日の例会が皆様にとって有意義なものになります事を
祈念申し上げ挨拶とさせていただきます。 ありがと
うございました。

ガバナー紹介（江南 RC 伊藤 靖祐会長）

卓

話 R.I.第 2760 地区
2016～2017 年度ガバナー

服部 良男 様

この写真は、今年のジョン F・ジャーム会長とご婦
人のジュディさんでございます。星条旗がありますが、
アメリカ人でありまして、ロータリー歴は 40 年、ポリ
オプラスの委員長もされ、財団に貢献された方でいら
っしゃいます。今年は財団 100 周年ということで、ア
トランタの国際大会に向けて、大変盛り上がっており
ます。
今年の会長テーマは「Rotary Serving Humanity
～人類に奉仕するロータリー～」です。それプラス、
ロータリー財団の 100 周年を皆さんでお祝いしましょ
う。535 人のガバナーが集まって、まずお祝いしてく
ださい。それからポリオ撲滅、ぜひ皆さんと成し遂げ
ましょう。このテーマと 2 つの目標を我々に授けてい
ただけました。また、各地区に帰って、各クラブでロ
ータリー財団 100 周年を祝ったことを、何か企画して
ください。というメッセージを我々ガバナーに向かっ
て言われました。もう一つは来年 6 月 10 日からアト
ランタで国際大会があります。100 年前にアトランタ
で財団ができ、100 年後再びアトランタで国際大会が
行われる。ぜひ多くの皆さんに集まってください。今
年は当地区から初めて斎藤パストガバナーが RI 理事
でいらっしゃいます。そこからも大勢の参加を呼びか
けられております。ロータリーはアメリカで発祥し、
今年のアトランタ国際大会はとてもアメリカらしい大
会になると思いますし、何か理由でもないと行く機会
もないと思います。6 月 11 日にガバナーナイトを企画
しておりますので、アトランタでお会いできることを
楽しみにしております。

人類に 奉仕する ロータリー
（ロータリーは人びとに奉仕し続ける）
皆様、改めましてこんにちは。本日は小牧ロータリ

Every Rotarian should be serving for people every day.

ークラブさんのホストによって、犬山、江南、岩倉、

ロータリアンは、毎日 奉仕活動をしよう！

愛知ロータリーE クラブの 5 つのクラブで合同例会を
させていただき、ありがとうございます。実は 5 つで

困ってる人がいたら、その人を笑顔にしよう！

やるのは、今回が初めてでございまして、大変嬉しく

ジョン F・ジャーム会長のスピーチでは、ロータリ
ーは人々に奉仕し続けるということを強調しておりま
した。「ｉｎｇ」続けるということを強調しておりま
した。毎日ロータリアンは一人一人が奉仕活動をする
ことがロータリーの原点であり、ロータリアンは毎日
の生活で困っている人がいたら、絶対に背を向けない
で、その人を笑顔にしようとおっしゃっておりました。

楽しみにしてまいりました。ただここに入って、いつ
もご指導していただいているパストガバナーお二人を
目の前にして、緊張しているところでありますが、時
間もございませんのでガバナーとしての卓話を始めて
いきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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言い換えれば「人類に奉仕するロータリー」とは、ロ
ータリアンは困っている人がいたら、背を向けず、自
分のできることをする、それが奉仕で、その結果、人
が笑顔になること、仲間のロータリアンとその奉仕の
輪を広げること、それがロータリーだということが会
長の一番大きな思いであります。

これは 2760 地区の 10 年間の会員の数です。右肩下
がりで会員数が減っております。約 2 割の減少をして
おります。この会員の減少を RI でも大きな課題として
捉え、100 年を超え次の 200 年に向けて、チャレンジ
しようとしております。会員数の減少を例えば企業の
売上にしますと、売上がずっと下がり続けたときに、
何をすれば良いか、マーケティングなど、いろいろ考
えますが、まずは企業における強み、ブランドは何で
あるかを再認識しましょう。次にブランドを明確にし
たら、それを社員、組織の人間と共有しましょう。
3 番目はブランドを使った商品やサービスの開発をす
る。そして最後にこの商品やサービスの価値をお客様
にお伝えしていく。これがマーケティングであります。
この 4 つのプロセスを国際ロータリーはやろうとして
おります。

•
•
•
•
•

Fellowship （親睦）
Integrity（高潔性）
Diversity （多様性）
Leadership（リーダーシップ）
Service(奉仕）

国際ロータリーがやろうとしている戦略計画を説明
させていただきます。
まずロータリーのブランドは何か、中核的価値と位
置付けております。
1 つ目は Fellowship、親睦であります。Fellow とは
同じ目的を持った仲間のこと、Ship とはその関係を維
持することです。
2 つ目は Integrity、高潔性、倫理性で、ロータリー
の原点であります。
3 つ目は Diversity、多様性であります。世界 200 ヶ
国を超える国、性別、職業、宗教、そしてポール・ハ
リスがロータリー創設時に言った「多様性と寛容さ」
の両方を持たなければならないということ、これがロ
ータリーが世界で奉仕活動できる、とてもロータリー
らしいところだと思っております。
4 つ目は Leadership、リーダーシップであります。

ロータリーでのリーダーシップはビジョンを実現でき
ること。Ship とはリーダーを維持するために、ロータ
リー活動を通じて、リーダーシップを益々磨いていく
ことであります。
最後に 5 つ目は Service、奉仕であります。ロータ
リアン、ロータリーが人々に与えられる唯一の言動や
行動であります。困っている人がいたら一緒に考え、
出来ることをし、その人を笑顔にする行動のことをい
います。最初の 4 つ、親睦、高潔性、多様性、リーダ
ーシップはロータリーが持っている特徴であります。
この 4 つの特徴を使ってサービス、奉仕活動をする。
そして人を笑顔にする。これが奉仕であります。奉仕
とは定義するものではなく、笑顔でない人を笑顔にす
る言動、行動。人を笑顔にするには、ロータリアンは
高潔性を持ち、多様性を受け入れられる寛容さを持ち、
リーダーシップで問題を分析し企画しアクションを起
こすこと。そのためには、我々が笑顔でなくてはいけ
ない。提供する人達が笑顔でなければ、サービスを受
ける人達も笑顔になりません。人が人に価値を与える
言動や行動をし、それを受けた人が言動や行動に感謝
して笑顔になる事、これがサービスというプロセスだ
と理解しております。この人が人を笑顔にする行為を
持続可能にしていくには、経済軸、資金がいるわけで
す。ビジネスにおいては、価値を提供したお客様から、
笑顔になっていただいてその対価をいただきます。公
共事業においては、その資金は税金です。公益事業、
学校や病院は、保護者からの授業料や補助金でありま
す。これによって持続可能にできるわけです。ではロ
ータリーにおいては何なのかといえば、それは皆さん
の入会金や会費であったり、奉仕活動するための寄付
であります。この寄付を 100 年間なくならないよう、
うまく使えるように管理してきたのがロータリー財団
であります。すなわちロータリーは 111 年間、人を笑
顔にする活動をしてきましたが、財団があったから持
続してこれたわけです。財団がなければ、111 年間、
123 万人が活動できてなかったのです。この財団が
100 年経ったことをお祝いし、さらに次の 100 年に向
かって、もっといいことしようよというのが、今回の
100 周年の記念であります。ぜひご理解いただければ
と思います。
地区方針は『「Be The Rotarian，Find A Rotari
an」～真のロータリアンになろう、ロータリアンを見
つけよう～』とさせていただきました。真のロータリ
アンとは何か。
・ロータリーブランドを認識し、磨きましょう。
・人道的奉仕活動に参加し、人を笑顔にしましょう。
・仲間と一緒に奉仕活動をし、ロータリーのブランド
を地域の人に伝え、新しいロータリアン、仲間を見つ
けましょう。ということであります。
地区のビジョンは、10 年後 20 年後も地区の輝きが
持続可能であることであります。
日本には 34 地区あり、全て課題と特徴は違う訳で、
2760 地区はいろいろなものが活性化された地区であ
ります。しかし、現在は活性化しているけれど、10 年
後 20 年後もその輝きが続いていくかは課題だと考え
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ました。
そこで、重点戦術です。
１. My Rotary に登録し、ロータリーブランドを再
確認し、ロータリー財団が 100 年以上人を笑顔に
してきたコトを学び、積極的にこの地区の人道的
奉仕活動を投稿する。
２. Club Central に各クラブのデータや情報、奉仕活
動、目標、計画を登録し、地区内の各クラブがど
のような奉仕活動やよいコトをしているかお互い
に学ぶ。
３. ガバナー、地区委員会、各クラブでソーシャルメ
ディアを利用して、奉仕活動や人の笑顔をロータ
リアンで共有し、地域の人びとにロータリーのブ
ランドを知ってもらう。
これが、ロータリアンの認知度の向上、ロータリー
の公共イメージ向上につながると考えます。
特にマイロータリー、クラブセントラルは、ロータ
リアンが世界中のロータリーが行っている人道的奉仕
活動やサービス、ブランドを再認識し、認知度を向上
するツールです。したがって今年の目標として、クラ
ブの My Rotary 登録率 50％、入会 3 年未満の登録率
100％をお願いしております。ぜひ登録をお願いした
いと思います。現在の登録状況は、犬山 RC 4.9%、江
南 RC 18.4%、岩倉 RC 33.3%、愛知 REC 52.2%、小
牧 RC 23.5%であります。今回マイロータリアンとい
う仕事を作りました。各クラブに 1，2 名作ってくださ
いとお願いをいたしました。既に多くのクラブから選
任して登録をいただいております。マイロータリアン
は何をするのかというと、各クラブの My Rotary 登録、
利用を促進する担当者であります。そして My Rotary
の情報やニュースを各クラブに紹介する担当者でもあ
ります。その他ソーシャルメディアのクラブ管理する
担当者でもあります。今回、地区の広報と IT 委員会を
一緒にして、公共イメージ向上委員会を作りました。
残念ながら人数が限られ、物理的に各クラブに行って
毎回毎回お伝えすることはできません。その代わりを
するのが、マイロータリアンの役目です。また、マイ
ロータリアンがネットワークを組んで、そのネットワ
ークの中で公共イメージ向上委員会がサポートしてい
く。今後もこれを複数年にわたり続けていきたいと考
えております。
最後に、全ての戦略計画は、決して会員を増強する
のが目的のものではありません。ターゲットは、各ク
ラブの奉仕活動が活性化され評価されることを目標と
しているわけです。
人道的奉仕活動の尺度は、奉仕に参加するボランテ
ィアの人数×奉仕時間、すなわちどれだけ多くのロータ
リアンが奉仕活動に参加していて、人を笑顔にしてい
るのか。この原点にもう一度戻りましょうというのが
今日お伝えしたかった内容であります。
地区のホームページも変えました。今日の内容もア
ップしておきますので、ぜひ見ていただければと思い
ます。ガバナーのフェイスブックもございます。ぜひ、
いいねを押してください。そして、10 月 22 日 23 日と
今年もワールドフードふれあいフェスタを開催します。

ぜひぜひ参加をしていただきたいと思います。皆さん
とお会いできることを楽しみにしております。
私の仕事は、この 5 つのクラブの皆さんが笑顔で楽
しく、価値ある人道的活動ができ、そのお手伝いがで
きることであります。今日は本当にありがとうござい
ました。

御礼の言葉（犬山 RC 田中 進一郎会長）

今日は、服部ガバナーの本当にわかりやすいお話を
みんなで聞くことができましたこと、皆さんに代わっ
て御礼申し上げます。ありがとうございました。
私も、今日のガバナーのお話を聞かせていただき、
会場を出たらすぐに実行したいと思うことがございま
した。それは、困っている人がみえたら、背を向ける
ことなく、自ら何かの行動をとって、その人を笑顔に
変えることを、今日から毎日一つずつでいいから続け
ていけたらいいなと、痛切に感じました。ここにお見
えになる皆様全員が、ING で困っている人がいたら、
その人を笑顔にする行動をとっていけたら、とても素
晴らしいこの 5 単会になると思っております。どうか
皆様も一生懸命ロータリーを頑張ってください。私も
一人の人間として、毎日少しずつやっていきたいと思
います。服部ガバナー、今日は本当にありがとうござ
いました。

ガバナー退場先導（岩倉 RC 深石 公彦会長）
会長幹事懇談会
合同例会前 11 時 30 分より、服部ガバナー、岩月地
区幹事、5 クラブの会長幹事と懇談会が行われました。
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