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点
鐘 田中 進一郎会長
R . S 我等の生業 四つのテスト
ビジター ☆春日井 RC 志水 ひろみ様
幹事報告 髙橋 秀治幹事
１） 会報受信クラブ 可茂
２）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）
岩
倉
5 月 23 日(火) (定款 6-1 による休会)
各 務 原
5 月 24 日(水) (親睦旅行)
5 月 24 日(水)
可
茂
(夜間例会)
→5 月 25 日(木)
(創立記念日例会
江
南
5 月 25 日(木)
(夜間))
5 月 25 日(木)
可
児
(夜間例会 IGM)
→5 月 20 日(土)
5 月 26 日(金)
春 日 井
(家族会)
→5 月 24 日(水)
名古屋空港
5 月 29 日(月) (定款 6-1 による休会)
☆臨時パスト会長会議のご案内
日時：5 月 23 日（火）例会終了後 13：40～
場所：名鉄犬山ホテル みやびの間
☆第 5 回クラブフォーラムのご案内
日時：6 月 13 日（火）18：00～
場所：あじか
※ご案内文書は後日配布
出席報告（丹羽敬昇委員長）
出席率 87.76％
会員 56 名 出席 43 名 欠席 13 名
欠席者 河田敏和君 紀藤政司君 松山基邦君
谷定貴之君 宇佐美芳樹君 山田直廣君
前例会の修正(5/9 分)
保浦博志君(5/15eCLUBONE)松山基邦君(5/10 可茂
RC)
以上 94.55％を 98.18％に修正
祝 福（福冨孝弘委員長）
おめでとうございます！！
会員誕生日
中村 大輔君
ニコボックス（埴田惣一委員長）
本日の投函金額 2,000 円

火 晴れ ☀ ）

会 長 挨 拶（田中進一郎会長）

お客様のご紹介をさせて頂きます。
春日井ロータリークラブ消防施設工事業 志水ひろ
みさんです。
先週お話ししました、私がスマホに第 2 弾です。
私は 60 で社長を退きましたが、その理由は、二つあ
りました。間質性肺炎の持病がある父は、肺がんのた
め満 63 で亡くなりました。私も父と同じ、間質性肺炎
を患っているので、長生きは出来ないだろうと思い、
60 で社長を辞めました。そして理由はもう一つ。私は
誰にもメールを送ったことが無いほど機械音痴なので、
会社自体がきっと世の中から遅れてしまうと思い、長
男・次男に会社を任せる決意をした次第です。
私は、ゴールデンウィークに「AI 時代の人生戦略」
という本を読みました。
私は車が好きで、先日車のディーラーに行ってきま
した。驚いたことに、ポルシェの新車にはハードディ
スクはついておりません。メルセデス E クラスの最新
の物にもハードディスクはついておりません。ボルボ
の S90 にもついておりません。
今は、スマホさえあれば、車で音楽が聴けるそうで
す。
「持っていない私はどうすればいいのか。」
そんな頃に、「AI 時代の人生戦略」という本とであ
いました。
その本の一番最初に「STEM」という言葉が出て来
ます。AI 時代に知っておかなくてはならない言葉だそ
うです。
「S」は、サイエンス。
「T」は、テクノロジー。
「E」は、エンジニアリング。
「M」は、マスマティックス。
これからの時代を生き抜くためには、文科系の人も
サイエンスとマスマティックスは、必要なんです。
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アメリカのオバマさんが、アメリカの若者の勉強の
レベルが低いので、若者に「STEM」も身に着けさせ
るシステムを作ろうとしています。
私は「STEM」を知り、考え方がこれまでと真逆に
なりました。子供たちがゲームばかりしていても、止
めてはいけないと思います。PlayStation®VR で 3D
を体験している子供は、AI に使われる人間ではなく
AI を使う人間になるといわれております。
皆さんの身内に小学生・中学生がいるなら、ぜひ体
験させてあげてほしいと思います。

その他委員会報告
◎次年度幹事（原 正男君）
・6/3（土）17-18 年度第 3 回理事会及び第 2 回クラ
ブフォーラムのご案内
日時：6 月 3 日（土）
理事会 18：00／クラブフォーラム 18：30
場所：あじか
・17-18 年度 各委員会事業計画提出のお願い
まだ未提出の各委員会委員長様におかれましては
早めにご提出下さい。
・16-17 年度 会員増強委員会より
会員拡大の件、来週例会後に打合せをしますので、会
員拡大実行委員会の皆様はお集まり下さいますよう
お願いいたします。

2017～2018 年度のための地区研修・協議会報告
（原 正男次期幹事）

お願いをしたいこととしては。
1）各クラブに戦略委員会を作ってほしい。
そこでクラブの将来のあり方を検討してほしい
2）地区行事およびクラブ行事に参加してほしい。
またマイロータリーに参加してほしい
3）地域で周りに働きかけをしてほしい
世界ではよいことをしている団体として認知され
るようになったが残念ながら地域社会では認知度
が低い
ぜひ公共イメージを高めてほしい
4）ロータリーファミリーとの連携をしてほしい
5）会員増強をしてほしい
退会防止に努力してほしい
クラブが活発であれば退会者は出ない
6）最後に RI 会長の要請ですが
一人一本ずつ木を植えてほしい
来年の 4 月 22 日（アースデイ）までに達成したい
次に 2620 地区の高野孫左衛門 第 2 ゾーン公共イ
メージ向上コーディネーターより「ロータリーの公共
イメージ向上」という講演がありました。
クラブが活性化すれば成果が出る、成果が出れば周
囲が認知してくれる。認知されれば理解者が増える、
理解者が増えれば仲間が増える、仲間が増えればクラ
ブが活性化する。この考えでクラブ運営をしてほしい。

先般行われました地区研修･協議会の各分科会に出
席された委員長に、順番に発表していただきたいと思
います。
◎第１分科会（会長･幹事･会計･会長エレクト･副幹事・
ロータリー情報（研修）･会員増強）
吉田 洋 次期会長
テーマ：クラブの持続的発展のために
私の担当は第一分科会ですが まず全体会議の報告
をいたします。
服部ガバナーの挨拶の後、神野ガバナーエレクトに
よる所信表明がありました。イアンライズリー次期 RI
会長のテーマは「ロータリーに変化をもたらす」であ
るが神野ガバナーエレクトの解釈では ロータリーの
理念である「自らの職業の倫理性を高め、それを通し
て世界でよいことをしよう」という理念は変える必要
はない。ただその行動は時代とともに変化はきたして
いるので時代に合うように変えればよい。それを受け
て地区方針としては「今日からのロータリーを楽しも
う」とした。

第一分科会（テーマは「持続的発展のために」）
◎リーダー挨拶と地区計画について
神野ガバナーエレクト
簡単に要約するとクラブの持続的発展のために戦略
委員会を作って自分のクラブの現状の分析と将来のビ
ジョンの検討を行ってほしい。この委員会はパスト会
長会議ではだめで若い会員を入れてほしい。そして戦
略委員会を中心として自分たちのロータリーサービス
を定義して明るくロータリー活動を楽しんでほしい
◎アドバイザー挨拶として
服部ガバナー
キーワードはクラブ運営の柔軟性と多様性である。
◎現状報告 岩月地区幹事より報告
昨年の WFF のお礼，地区大会，VTT（医療研修チ
ームの派遣と受け入れ），新クラブ「名古屋宮の森
RC」の紹介など
◎会員増強について
光岡次期会員増強委員長
1 年間に 51 名の会員増強をした会長もいる。
退会防止のために自分のクラブの会員数の目標を作
ってほしい。
会員増強委員長の役割は全会員に会員増強の必要性
を知らしめることである、最後に退会時期の 40％は 6
月であるので注意してほしい。
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◎危機管理について 黒田次期地区危機管理委員
地震台風など自然災害・パンデミック・人災・セク
ハラなど好ましくないものすべてを危機という。
危機管理とは潜在化しているリスクを顕在化させる、
そしてその被害をいかに軽減させるかである。
いずれにしても危機が起こったらなるべく早く地区
の危機管理委員会に一報してほしい。
◎地区予算と地区資金について 盛田次期地区会計長
収支について説明があり承認を求められた。
感想として地区に我々の予算の 7％くらいを上納し
ていることが分かった。
◎ロータリーの友について
尾木ロータリーの友地区委員
ロータリーの三大義務は「出席すること、会費を納
めること、雑誌を購入すること」。
縦組みはロータリー会員の投稿、横組みは編集部が
企画したページである。
◎DL 研修 RLI 研修について
早川研修委員会副委員長
ディスカッションリーダーを推薦してほしい
最後に宮崎次期ガバナー補佐より講評がありお開き
となった。

なで楽しく工夫していること、地域とのつながりを深
めるための工夫をしていることでした。
例会を楽しみ、親睦を深め、地域社会にどんどん入
っていき、何かができることに喜びを感じ活動しまし
ょうとまとめておられました。
三人目は早川次年度地区研修実行委員会委員長より、
副会長の役割、親睦委員長の役割、S.A.A.委員長の役
割をお話され、重要なのは週一回の例会、例会には必
ず出席し、そこに創意工夫がされていることがとても
重要ですとまとめておられました。
最後は村井ガバナーノミニーより、ポール・ハリス
は心の友が欲しくて、規則的な集まりであるロータリ
ークラブを作ったというお話をされました。
結びにロータリアンとしてのクラブ奉仕とは、出席
してもらえる例会、発想の交換で磨きあえる例会を作
ること、そしてそこで心の友をどれだけ作れるかが重
要ですとまとめておられました。
以上、第 2 分科会の報告とさせていただきます。
◎第３分科会（公共イメージ向上･広報･雑誌･IT）
藤井友喜 次期広報･雑誌委員長
テーマ：次年度地区公共イメージ向上に向けて

◎第２分科会（副会長･クラブ奉仕･親睦活動･S.A.A.）
近藤俊也 次期 S.A.A.
テーマ：ロータリーの楽しい過ごし方

第 2 分科会クラブ運営部門の報告をさせていただき
ます。
第 2 分科会には、山根次期副会長、稲垣次期親睦委
員長、そして次期 S.A.A.委員長近藤の 3 名で参加をし
てまいりました。
大きなテーマは「ロータリーの楽しい過ごし方」で
ありましたが、その中で「地区テーマとクラブ運営に
ついて」と「ロータリーのクラブ奉仕とは」という演
題で 4 名の方がお話されました。
まず一方目は、大須賀次年度ガバナー補佐より、RI
テーマである「ロータリー：変化をもたらす」を自分
自身に落とし込むまでの過程のお話をされました。
何度も何度も読み、意味を考えていく中で、変わら
なければロータリーの持続はない、持続していくため
には変化が必要と落とし込めたそうです。さらに、何
をするにも楽しまなきゃ損！クラブ活動を楽しみなが
ら行いましょうと締めくくっておられました。
次に平松次年度研修実行委員会委員、女性の方で、
西尾張分区ガバナー補佐の経験から感じたことをお話
されました。西尾張分区内のロータリークラブで例会
を工夫して行っている実例を紹介いただきました。数
例お話されましたが、共通していたのは、例会をみん

失礼致します。藤井です。
地区研修・協議会では第 3 分科会に出席させていた
だきましたので、内容をご報告させていただきます。
第 3 分科会は『公共イメージ向上に向けて』をテー
マに開催されました。担当の次年度柴田ガバナー補佐、
次年度地区小林副幹事の挨拶に始まり、次年度公共イ
メージ向上委員会 千種 RC 池森委員長を始め、副委
員長の皆様に方針、計画を説明いただきました。
次年度地区方針『今日からのロータリーを楽しもう』
とあるように、会員一人一人がロータリーに興味を持
ち、又、奉仕活動を楽しんでいることを周りに働きか
けることで、みなさんの理解が得られ良きパートナー
となってもらい、公共イメージが向上するということ
でした。
そこで今年度同様、各クラブに対して公共イメージ
向上に関する情報の提供と協力を継続して依頼させて
いただき、又、各クラブのクラブ計画書から公共性の
ある事業について地区でも取り上げマスコミや SNS
などを活用して、情報発信していきたいとのことでし
た。
具体的な内容としては報道関係への対応、ロータリ
ーの友、マイロータリー、地区ホームページについて
説明がありました。
まず、報道関係の対応について、今までロータリー
はあまり上手に取り上げてもらっていないようで、例
えば、一般の人たちに伝わりやすい WFF が NHK の
ニュースに取り上げられた時もただ食べ物を食べてい
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るようなイメージで伝わってしまっており、収益金が
寄付されていることまで放映されていなかった。そう
いったことを反省し、年 5 回ほど報道関係と協議を計
画して改善していくとのことです。
続いて、雑誌「ロータリーの友」についてですが、
ロータリーに入会すると例会に出席する、会費を納め
る、雑誌を読むという話があったかと思います。会員
の皆さんにはぜひ読んで楽しんでいただきたいとのこ
とです。また、
東三河豊橋 RC さんなどは会員数より余分に発注し
て市役所や病院など人が集まる所に配布している。PR
としてはいいことなので検討くださいとのことです。
また、変わった例会や社会奉仕、女性会員の話題な
どなど積極的な投稿をお願いしたい。そして、自分の
クラブが掲載されるということはクラブの PR にも
なるすばらしいことなのでお願いしたい。
それから、次年度は地区の 10 年史を発行するそうで
す。各クラブの周年事業も掲載したいのでアピールし
てほしいとのことです。
次にマイロータリーですが次年度も今年度同様、積
極的な登録を継続してお願いしたい。目標は会員 50％
の登録と入会 3 年未満の会員には 100％でお願いしま
すとのことです。地区全体の登録は 9％から 23％に増
えております。ちなみに犬山ロータリークラブは 5％
にとどまっており、かなり地区内のランキングも下位
の方でした。是非とも、積極的な登録をお願いしたい
と思います。
それから、次は地区の HP を改訂するとのことです。
従来の HP はロータリアン向けの内容になっているの
で、一般の方にもわかりやすくロータリーの奉仕活動
を説明しているビジター向けのページを一面に開設す
るそうです。
また、クラブの奉仕活動、予告、レポート、などの
情報も送っていただき、活性させていきたいとのこと
でした。
以上 第 3 分科会の報告とさせていただきます。
◎第４分科会（国際奉仕･社会奉仕･ＲＣＣ･環境保全）
埴田惣一 次期社会奉仕委員長
テーマ：
社会奉仕委員会＊ロータリーの活動情報を伝える
社会奉仕活動に関する愛知県の情報を伝える
国際奉仕委員会＊今日からの地区委員会のありかた

環境保全に関しては、植樹という今年のメインテー
マがあります。
RCC に関しては、Rotary Community Corps（ロータ
リーコミュニティコープス）ということで、ロータリークラ
ブと他団体との連携共同体の様なことであります。
（原 正男次期幹事）
吉田次期会長をはじめ参加された皆様、真摯な態度
で研修に取り組んでいただきました。ありがとうござ
いました。
神野重行ガバナーエレクトはお仕事が杉や桧を相手
にした山林業ということで、大変おおらかなフランク
な方でありますし、人望も厚い方です。
特に次年度のテーマとして「奉仕を通じてロータリ
ー活動に楽しみを見い出そう」そして、若い力と一緒
になって地域に PR し、それが又メンバー自身の退会
防止にもなります。私達犬山ロータリークラブも地区
方針に沿いながら皆さん共にｹﾞﾝｷにやっていきたいと
思いますのでどうぞよろしくお願い致します。
これをもちまして 2017～18 年度地区研修・協議会
前半の報告を終わらせていただきます。

ご 報 告
○犬山RC同好会ゴルフ部だより
犬山ロータリークラブ同好会ゴルフ部便り
去る、4 月 23 日(日) 犬山カンツリー倶楽部におい
て第 144 回ゴルフコンペを開催しました。
当日はまぶしいくらいの新緑と、好天に恵まれ、爽
快な 1 日を過ごしました。
成績は以下のような結果でした。
OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 山田直廣君 48 49
97
15
82
準優勝 安田新平君 55 56 111
28
83
第 3 位 住野龍之介君 48 47
95
9
86
ﾍﾞｽﾄｸﾞﾛｽ 住野龍之介君 OUT 48 IN 47 GROSS 95
入賞の皆様おめでとうございました。
次回開催日は 6 月 25 日(日)9 時スタートです。梅雨
真っ只中ですが、雨は降りません。たくさんの参加で
親睦を深めましょう。
先回のニコボックスにホールインワン達成で投函さ
れました、安田新平君と丹羽敬昇君の『ホールインワ
ン達成を祝う会』を平成 29 年 7 月 20 日(木)に開催い
たしますので、多くのロータリーメンバーで祝いまし
ょう。

○2017 学年度米山奨学生
シュレスタ アショクさん
前回の会報に載せられませんでしたが、例会後、
5 月分の奨学金は田中会長からシュレスタ アショク
さんに渡した際の写真を掲載します。

社会奉仕員会は、ロータリーの顔であると云う事で、
責任の重さを感じております。
ロータリーの社会奉仕の仕事は、「社会奉仕・環境
保全・RCC」の 3 つに分かれる様であります。
社会奉仕に関しては、愛知県との交流を模索してい
る様です。
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