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吉田

2017-18 年度地区副幹事

洋 会長

小酒井 比呂志様

幹事報告
１）下記クラブは例会変更です
クラブ名
可

例会日（曜）

各

9 月 6 日(水)

(早朝清掃例会)

9 月 6 日(水)

(盲導犬育成のための

→9 月 3 日(日)

募金活動)

茂

各務原かかみの

務

一

原

9 月 6 日(水)
→9 月 7 日(木)

宮

名古屋大須

場所（変更理由）

(ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問)

9 月 7 日(木)

(定款 8-1 による休会)

9 月 7 日(木)

(中･栄･大須合同

→9 月 4 日(月)

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問)

出席報告（塚原ニコボックス委員長に発表していただきました）
出席率

80.00％

会員 55 名
欠席者

会 長 挨 拶（江南 RC 川崎 良一会長）

出席 36 名

欠席 19 名

保浦博志君

稲垣圭次君

松平實胤君

小田漠己君

小川保利君

祖父江寿男君

鈴木一成君

宇佐美芳樹君

山本幸夫君

前例会の修正(8/22 分)
保浦博志君(8/27eCLUBONE)加藤浩一君(8/18 国際ﾛｰ
ﾀﾘｰ第 2 ｿﾞｰﾝ｢戦略計画推進ｾﾐﾅｰ｣)河田敏和君(8/11 青少
年海外交流派遣事業出発見送り)牧野武彦君(8/30 各務
原 RC)中村大輔君(8/24eCLUBONE)野村憲治君(8/31
江南 RC)岡田雅隆君(8/9 第 1 回地区 RYLA 委員会ﾎｽﾄｸ
ﾗﾌﾞ合同会議)山田直廣君(8/22eCLUBONE)
以上 81.63％を 97.96％に修正

本日は、ガバナー公式訪問に際しまして、たいへん
多くの会員の皆様方にご出席いただきまして有難うご
ざいます。
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神野ガバナーにおかれましては、たいへんご多忙の
中、犬山の地においで下さり、有難うございます。の
ちほどお話しが伺えるということですので、大変楽し
みにしております。
本日、ホストを務めさせていただきます、江南ロー
タリークラブ会長の川崎と申します。設営には万全を
期しましたが、不行き届きがありましたらロータリー
の友情をもってお許しいただきますようお願い申し上
げます。
さて、私も何回もこのガバナー訪問に接する機会を
得ていますが、その実その意味を深くは考えていなか
った気がしています。マイロータリーによりますと、
「クラブは、ガバナーからの指導と支援を頼りにし、
ガバナーはクラブのモチベーションを高める役割を果
たす」とあります。
今日のガバナーのお話しをもとに、現在のクラブ活
動を検証し、今後のクラブ運営に生かすとともに、神
野ガバナーがどんな人なのかも感じとって戴ければ幸
いです。
最後までご清聴いただくことをお願いいたしまして、
挨拶とさせていただきます。
本日はよろしくお願い申しあげます。

ガバナー紹介（小牧 RC 堀井

卓

武 会長）

話 R.I.第 2760 地区
2017～2018 年度ガバナー

神野 重行 様

只今ご紹介いただきました本年度この地区第 2760
地区ガバナーを仰せつかっております神野重行でござ
います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

正面の写真は白くまです。先ほど川崎会長様から神
野重行なるものがどういう人物かよく見定めてほしい
という紹介がありました。私のタイトルは白くまのよ
うです。自分ではそうは思っておりませんが今年のロ
ータリーの友 7 月号、それは皆様のお手元に届いてい
てご覧になった方はお分かりだと思いますが、7 月号
ですので私の同期を含めて日本のガバナー34 人の紹
介文が載っておりますが、書いてくれたのは今日パワ
ーポイントの操作や私と行動を共にしております、地
区幹事の加藤定伸さんです。私にこういう文章を書け
とかどういう風にしたらいいかとか相談は全くありま
せんで、勝手に書いた文章です。文章はともかくタイ
トルをつけるのは加藤地区幹事ではなく、6 月末まで
ロータリーの友、編集長で二神典子さん。この文章を
見ながらで 34 人の紹介文のタイトルを付けていく権
限をお持ちのようです。私のタイトルは、「紳士は白
くま？牛？」これはなんじゃ、と思いました。私が二
神さんとお目にかかったのは金沢でロータリークラブ
に入りました時に「寒い所ですね」と言われ、私は寒
さはめっぽう強いしコートは着たことがないし、「私
は名古屋勤務、東京勤務、金沢勤務におきましてもコ
ートを着たことがない」というお話をしたら「白くま
みたいですね」ということで、紳士はいいですが、白
くまか牛かと言われたんじゃ私もつらい立場になりま
した。そのあたりを読んでいただきますと、他のガバ
ナーはとても良いタイトルがついております。これか
ら頼りにできるなというようなタイトルです。白くま
の写真が出ましたが、隣は私の家内です。ガバナーは
1 年一緒に仲良く頑張らなくてはいけませんと先輩か
らもご指導いただいております。今日は福田先輩、江
崎先輩がおみえですが、自分なりに 1 年頑張ってみよ
うと思っております。
前置きが長くなりましたが、今日は江南 RC のホス
トで、兄弟でいらっしゃいます犬山 RC、小牧 RC、岩
倉 RC、愛知 REC の合同の例会を作っていただきまし
てありがとうございました。先程お話がありましたよ
うに会長幹事懇談会がみんな結構和やかに言いたいこ
とは言い、私も聞きたいことは聞いて、大変有意義な
時間でございました。
それぞれのクラブの状況につきましては、すでにク
ラブ訪問をしていただいております、鈴木文勝ガバナ
ー補佐からもご報告いただいております。各クラブと
も独自のクラブ活動で特にこのエリアの皆さんは、地
道にロータリー活動、地区に根付いた奉仕活動を積み
上げていただいております。そんなことを報告から拝
見しております。そして皆様方がもう既にお読みいた
だいておりますクラブ計画書、こちらにも会長方針自
分たちのクラブの方向性、取り組み姿勢がしっかりと
書かれておりますし、私も拝見をしました。まずこの
取り組みに御礼感謝申し上げます。特に小牧 RC さん
は今年度クラブ創立 50 周年、これをお迎えになり、お
めでたいお話でございます。来月 9 月 24 日には小牧
市民レスポス（レクレーションとスポーツの合成語）
体操フェスティバルをお開きになるそうで、私も出来
たら･･･と思いましたがちょうどその日は、ソウルで日
韓の合同会議がございまして、そちらに行くことにな
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っておりますので、ソウルから成功をお祈りしており
ます。
今日の各クラブさんからは、今申し上げました大先
輩、福田パストガバナー、江崎パストガバナーもご出
席いただいております。他に今日のクラブの中からは
今年度私の地区の運営に多くの方にご出向頂いており
ます。そちらにつきましても、高い場所からではござ
いますが、厚く御礼申し上げる次第でございます。各
クラブでもそれぞれ進められております、地域での奉
仕活動、国際奉仕活動、青少年奉仕活動、さらには今
申し上げました青少年の中にインターアクト・ロータ
ーアクト、こちらなど特に力を入れて推進して頂いて
おりますので、今後、益々磨きをかけていただくと同
時にあとで申し上げますが、クラブ戦略委員会の中で
再検証しながら、より有意義な活動を展開して頂くよ
うお願いを申し上げます。
さて今年度私ども RI 会長イアン H.S.ライズリーさ
ん、この写真のようなオーストラリアの方で、だいた
い私と同い年だそうですが元気です。このスポーツシ
ャツこれは 1 月のサンディゴ国際競技会でカジュアル
ディで、みんなが買ってきたもので 1 枚 150 ドル、手
にしてみますと日本だと 50 ドルも出せば買えるかな
という薄いものでございますが、その差額はわたくし
どもの奉仕の心でございます。この薄いシャツを平気
で 1 日頑張っておられました。
私の仲間、私は白くまですから平気ですが、この上
にセーターやらジャケットを寒そうに着ておられまし
た。イアン H.S.ライズリーさんのテーマ。これは先程
見ていただきましたクラブ計画書にもしっかり出して
いただいておりますし、鈴木ガバナー補佐からもご解
説、お話があったかと思います。あまり重複しないよ
う私からお話をさせていただきます。
今年度の RI 会長のテーマ：
MAKING A DIFFERENCE ロータリーに変化をも
たらす、と言うものであります。今申し上げましたク
ラブ計画書のほか、ロータリーの友、ガバナー月信
7 月号にそれぞれ載っておりますので、ぜひお読みい
ただきたい、もう一度確認して頂きたいと思います。
要約いたしますと、ロータリーは自らの職業倫理性を
高めそれを通して世界に良いことをしようという理念
を変えることはありませんが、その行動は時代ととも
に変化させてきております。今、この時代だからこそ
我々ロータリーが目的と理念を大切に守りつつ、世の
中に良いことをしようという、自分たちの奉仕活動を
周りの人々に伝播していくことが求められています。
RI メッセージ
それにはまず私どもが行動することによって、ロー
タリー活動の意義と楽しさを感じなければなりません。
それによって私どもは、自らを変え、そして回りを変
えていくことができるでしょう。その力を貰えるでし
ょうということであります。
イアン H.S.ライズリー会長は世の中で良い事をしよ
うという、それを自分の勤めと信じる人が集まる団体。
地域社会と世界に変化を生み出したいという願いを、
ロータリーを通じて実現できるということを自分でわ
かった人が集まった組織、それがロータリーなのです。

だからロータリーはどのような団体ですかというので
はなく、何をしている団体かと定義されたい、こう言
っております。即ち、奉仕という行動を通して、自分
自身を含めて、人々の人生に変化をもたらそう、これ
がイアン H.S.ライズリー会長のメッセージでございま
す。
RI テーマに対する想い
会長テーマの解説につきましては、この程度にいた
しましてこの後、イアン H.S.ライズリー会長のテーマ
についての私の想い、それを受けて今年この年度皆様
方と一緒にやっていきたいという地域に対する想い、
そして地区方針について簡単にお話をしてみたいと思
います。
今年一月、サンディエゴの国際協議会でテーマ講演
を聞きました。その時にイアン H.S.ライズリー会長が
大変革の時代の RI の我々のリーダーにふさわしい人
だと思った次第であります。
その理由の第一は、ロータリーとして初めて地球環
境問題に対しての行動を提案したこと。
第二、我々の行動によって周りを変えていこうと考
え方をはっきり打ち出したこと。
第三、ロータリーの未来に向けての課題、問題点二
つを明確に指摘したことであります。
第一の地球環境問題についてであります。今までも
これは議論されてきたことでございますが、これに対
する具体的な取り組みについての提案は、イアン H.S.
ライズリー会長が初めてでございます。
これはサンディエゴの国際協議会、私共ガバナーエ
レクトに配られるメッセージには最初入ってなかった
ようです。日本のように国土の三分の二が森林の国で
すら、東日本大震災の被災地はまだまだ植林地が必要
だと言われております。世界を見渡してみますと砂漠
化で水を確保が難しい、生活環境の保全が弱い。更に
は大気汚染問題の解消の為、大変な苦労をしている場
所と国が多いわけでございます。未来に向けて我々が
地球上に住む人類のみならず、すべての生物に分け隔
てなくできる一番に良くできることを、イアン H.S.ラ
イズリー会長は皆で協力しようと言ったわけでござい
ます。各クラブにおかれましては既に分区での対応、
或いはお誕生日に一本ずつ木を植えよう等含めて植樹
のお取組みをいただいているようであります。それに
ついても私から御礼を申し上げます。
二番目の考え方については、ロータリーの原点とも
言われる職業奉仕、この再認識というふうに考えるこ
ともできます。即ち、ロータリアンは自分たちが、自
分たちの職業や立場を通して世界で良い事をしようと
社会奉仕活動をしてきた訳であります。それ以上に我
々の周りの人たちにロータリーの活動を認識し、共感
してもらえればよい事の幅も奥行きももっと広く深く
なる、こういうことをもっと認識しようではないかと
いう呼びかけでございます。もちろん私たち自身がロ
ータリーの奉仕活動を通して 自らの喜びを強く大き
く感じる、これが前提でございます。
三番目、これは今までもずっと言い続けてこられた
ことであります。イアン H.S.ライズリー会長はロータ
リーの未来を見据えて課題として出した問題提起であ
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ります。これからロータリーを担っていくメンバーに
それぞれの立場で真剣に考えてほしい、そういったこ
とで私も評価をした次第であります。
後でお話いたしますが、各地区のビジョン、これは
十年後二十年後も、この地区が輝き続け持続可能であ
ることとしておりますが、会長エレクト研修会、或い
は地区研修・協議会でもお話をしましたが、各クラブ
が十年後二十年後、輝いてることは地区の輝きの大前
提であります。昨年 RI の規定審議会で大幅にクラブの
裁量権が拡大をされました。私は今年度からクラブの
戦略委員会、ビジョン委員会、未来委員会を作りいた
だいて、クラブの分析、奉仕活動の点検等に取り掛か
っていただきたいとお願いいたしました。もうすでに、
その体制が出来たりして、準備を着々と進めて頂いて
おりますことにも感謝を申し上げます。
ロータリー組織としての課題
イアン H.S.ライズリー会長はロータリーの組織とし
ての課題として二つの問題点をあげました。一つは男
女比率の問題、もう一つは会員の平均年齢の問題であ
ります。
一つ目の男女比率の問題ですが、私はロータリーが
アメリカで生まれ育った奉仕団体でありながら、1989
年まで男性だけの組織団体であったわけです。まだ三
十年に満たないわけでありますが、そんな中で世の中
と同じ男女比率フィフティフィフティは無理があると
思っております。ただ、私はこれこそクラブ戦略委員
会だけではなく、それぞれのクラブでしっかり議論し
お決めいただく、クラブの自由裁量の問題だと考えて
おります。
現在我が地区愛知は、女性の会員は 4.1％しかおられ
ません。今年 1 月のサンディエゴの国際協議会に集ま
りました、私のガバナー同期は 539 名の内、103 人は
女性であります。ご主人がパートナーとしてついてこ
られておりました。世界の会員の女性比率の割合は 2
割と聞いております。
日本を見て見ますと、データが古いのですが 2013
年度の数字を確認しますと、東京は 13.5％、神奈川・
福岡・大阪・兵庫の大都市圏は 12％で、全国平均は
11.1％。これらを見ますと愛知の 4.1％は低いと感じま
す。是非、ロータリーのメンバーもそんなことをお考
えいただき、戦略委員会で考えていただいきたいと思
います。今ロータリーは、世の中で良いことをしたい
と意欲のある方、また社会で良い評価を受けておられ
る方はメンバーのご同意があれば職業の問題なしに我
々の仲間に受け入れることができる団体となっており
ます。
もう一つの課題、平均年齢でございます。世界で 40
歳未満の会員が 5％下回っています。我が国の少子化
もこれからのロータリーを考えますと真剣に考えない
といけない課題だと思います。
地区方針、地区ビジョン
日本では 90％のクラブが毎週、昼に例会をしており
ます。また、それも平日に集中しております。さらに
高い入会金や会費、こんなことを含めてクラブの独自
性が認められるようになった今、思い切って例会の在
り方を見直し、変更することも必要になってくるので

はないかと思っています。
愛知ロータリーE クラブ。こちらはこの地区でひと
つのロータリーの未来像のように感じております。先
程も申し上げましたが、年間ビジター、もちろんビジ
ターフィをお支払いになってビジターとなって、E ク
ラブにメイキャップされる方が二千人目標を超えるか
もしれないということです。是非同じ仲間にそういう
クラブもあるということを、ちょっと知って勉強をし
ていただければと思います。
ロータリーの評価と認識度
我が国にかかわらず、先進国の数多くのボランティ
ア団体がそれぞれの目的をもって奉仕活動を行ってお
ります。その中で 112 年という長い歴史を誇ります我
がロータリーはお陰様で一番の高い評価をいただける
ようになりました。
ただそうは申しましても、地区、地域、そして世間
からまだまだ認知をしていただくところまで至ってお
りませんし、活動内容の理解につきましてもイマイチ
と言わざるを得ないのが現実です。
認識度と公共イメージの向上
私はガバナーに就任しまして、愛知県知事や名古屋
の市町さんに就任挨拶をしましたが、それだけではな
く新聞、テレビなどのマスコミのトップの皆様に、奉
仕活動の説明、あるいはそれに対する理解をしていた
だけるように、さらにマスコミの皆様にも我々の活動
を取材していただき、世の中にもっと広めていただけ
るように公共イメージ向上委員会の皆様と周らせてい
ただきました。そのうち幾つかは、新聞記事やニュー
スに取り上げていただき、それを見ていただいた方か
ら、「神野さん、ロータリーって何かいい事している
んだ、勉強しているんだ」と言っていただき非常に嬉
しかったです。地区としても、公共イメージ向上委員
会が毎月、翌月のクラブの奉仕活動をマスコミに流す、
あるいは地区の行動をマスコミに知っていただく、こ
ういうルートを作りましたので皆様方からも是非ご協
力いただき、来月再来月こんなことをやるぞ、と教え
ていただければと思っております。特にこの分区の皆
様はしっかり根付いた活動をしておられますので、も
っと一緒にやっていただきたいと思っております。
イアン H.S.ライズリー会長のテーマをベースに地区
やクラブでやっていこうという話は、今申しあげた通
りでございますが、5 年 10 年後の姿、それを描いてみ
てそれぞれに向けてクラブ戦略委員会などで具体的に
方策を検討実行していただきたいというのが、私のお
願いする結論でございます。
地区方針はもうご存知でしょうか？「今日からのロ
ータリーを楽しもう」であります。
地区ビジョン
地区ビジョンこれは今お話しました 10 年後 20 年後
もこの地区、地域が輝き続けていること、その為に各
クラブが輝いていただきたいということであります。
クラブ計画書にもしっかり載せていただいております
が、五つあげさせていただいております。もう具体的
にその取組をしていただいております。是非よろしく
お願い申し上げます。
ガバナーからのお願い
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ガバナー補佐の皆さんに、今年度それぞれのご担当
の分区、クラブを 4 回ずつ周ってくださいと提案して
猛反発をくらいました。周れるかというお話もござい
ます。鈴木ガバナー補佐は一生懸命に、チームでお話
合いをしていただきたい、また要望を聞いていただき
たい。私もできましたら公式訪問ではなく時間をとっ
て伺いたいと思います。
それからご存知の通り、10 月 14 日～15 日、WFF
（ワールドフード＋ふれ愛フェスタ）をやらせていた
だきます。既にお申込みをいただいている岩倉 RC さ
ん、ご協力ありがとうございます。また、犬山 RC さ
んと江南 RC さんは移動例会をお考え頂いております。
本当に楽しい会ですのでご家族と一緒にご参加いただ
きたいと思っております。
それから大切な会員増強。これは言われてやるので
はなく、自分たちのクラブの奉仕活動をより有意義に
する為の問題であります。是非、会員増強委員会にだ
けお任せにするのではなく、クラブ全員が力を合わせ
て自分たちの仲間作りに励んでいただきたいと思って
おります。
ガバナー賞は会員増強と米山奨学記念事業のご協力
でございます。江崎パストガバナーにおかれましては、
そちらの委員会委員長もやっていただいております。
是非皆様方も日本の理解者を増やす、平和・友好の実
現の為に米山奨学事業にご協力いただきたい。寄付は
会長幹事懇談会でも申し上げましたが、自分たちのク
ラブの奉仕活動に三年先に戻ってくるお金の積立と理
解していただきたいと思っております。所謂、
Donation（寄付）ではなく、Contribution（貢献）
という気持ちで理解をしていただけると嬉しいです。
最後にマイロータリー、これにつきましては、皆様
方に相当進めていただいておりますが、これは嫌々や
ってもしょうがないです。何で入るんだということが
理解できないといけないわけです。地区公共イメージ
向上委員会からもご説明に伺いますが、会員一人ひと
りがもっと広いネットワークを持って情報を共有して、
他の仲間の事を知ると同時に自分の事も知ってもらい
たいという事でございます。
マイロータリーからは自分の貢献度がしっかり確認
できるということを知っている方が少ない。毎日は見
なくてもいいので、時々ロータリーはどんなことをや
っているか確認していただきたい。今年度末までには
地区として 50％をはるかにに超えるだろうなと思っ
ております。是非マイロータリアンか事務局の方に聞
いていただいて活用していただきたいと思います。
最後、トロントの画面がでました。来年 6 月にカナ
ダトロントで 2017-18 年度の国際大会が開かれます。
今年はアトランタでしたが、トロントは気候的にも丁
度良い、見どころも十分。是非今年度の皆様方の思い
出にお出掛けいただきたい。ガバナーナイトは 6 月 24
日でございます。また、皆様方とトロントでもお目に
かかりたいなと思っております。
今日からのロータリーを是非私も一緒に楽しませて
いただきたいと思っております。皆様方のご健勝と各
クラブの益々のご発展をお祈りして私の卓話とさせて
頂きます。ありがとうございました。

御礼の言葉（愛知 REC 山内 義晴会長）

今日は非常にすばらしい神野ガバナーの卓話をいた
だきました。白くま、は僕のイメージではとても温か
くて相談すると色々聞いていただけるようなお人柄の
イメージを持ちました。
5 年 10 年戦略委員会を自分たちのクラブも行いなが
ら、一般の方からロータリーは本当にすばらしい、良
いことをやっていると言われるような、5 クラブが発
展する会となったことを確信しております。
どうも本日はありがとうございました。

ガバナー退場先導（岩倉 RC 大江 秀和会長）
会長幹事懇談会
合同例会前 11 時 00 分より、神野ガバナー、加藤地
区幹事、小酒井地区副幹事と 5 クラブの会長幹事で懇
談会が行われました。

ご 報 告
☆在宅要介護者への支援事業の実施について
要介護者への支援事業として、大判タオル犬山市
160 枚、扶桑町 62 枚を民生委員の方々を通してお届
けします。
8 月 29 日(火)に吉田会長、原幹事、埴田社会奉仕
委員長が目録を犬山市・扶桑町へそれぞれ届け、感
謝状をいただいてまいりました。

☆大縣神社より第 47 回八ツ八祭献書展事業報告書が
届きました。
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