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ロータリーは世界をつなぐ

第 2559 回例会 №9
2019 年(令和元年)9 月 27 日(金) 晴
「それでこそロータリー」

伊藤ガバナー補佐訪問
出席報告
会員 69 名中 出席 54 名
〇ゲスト
ガバナー補佐
地区副幹事
分区幹事
分区副幹事
〇ビジター 名古屋千種 RC

出席率 78.26％
伊藤
豪様
木本
寛様
梅村 昌孝様
田中
宏様
池森 由幸君

会長挨拶
本日はガバナー補佐訪問とい
うことで伊藤ガバナー補佐ほか
3 名の地区副幹事、分区幹事、副
幹事にお越し頂いております。
後ほど講話をお願いいたしま
す。
先週の金曜日にラグビーワー
ルドカップ日本大会が開幕されました。
キャッチコピーは「4 年に一度じゃない、一生に一度
だ！」を意味するように、日本のみならずアジアでも初
開催となる記念すべき大会です。
今回の日本大会はラグビー伝統国以外で開催される
「新たな歴史を作る大会」と位置づけられています。
札幌ドームから始まって愛知県では豊田スタジアムで
4 試合行われることになっており、日本チームの戦いは
10 月 5 日土曜日の 17：00 からにサモア戦が行われま
す。
すでに開幕日の 20 日には日本対ロシア戦が行われ 30
－10 と圧勝しましたが、ハイパントのキャッチミスを
連発するなど課題も見えましたが、リカバリーは見事で
した。 いよいよ明日は世界ランキング 1 位のアイル
ランドと対戦します。日本ラグビーがどこまで通用する
のか非常に楽しみです。

会 長 芹 澤 謙 一

幹 事 長 瀬 廣 幸

広報･雑誌・会報委員長 加 藤 茂 春

R.I．会長 マーク・ダニエル・マローニー

そもそもラグビーの発祥の地はイギリスで、イ
ギリスではもともとフットボールが広く行われて
いたんですが、共通のルールというものが定まっ
ておらず、チームごとに自由なルールで行ってい
て試合の時だけ話し合ってルールを決めるという
やり方をしていたということです。
1823 年にイギリスの「ラグビー校」というミッ
ションスクールがやっていたボールを抱えたまま
相手ゴールを目指して走り込むというフットボー
ルが現在のラグビーのルールの原型と言われてい
ます。
ちなみにラグビーというスポーツは 2 種類あり
アマチュア主義をうたった組織をラグビーユニオ
ンといい、これは 15 人制のラグビーであり、報酬
を目的とするものはラグビーリーグといい 13 人
制ラグビーのことをいいます。
日本でラグビーは 15 人制のラグビーユニオン
のことをいいます。
ラグビーには試合終了を意味する「ノーサイド」
という言葉がありますね、試合が終われば敵、味
方なく検討をたたえ合う精神を表現しているので
すが、紳士的で非常に良い伝統だと感じるんです
が、世界的には試合終了の合図は「フルタイム」
が一般的になっており、日本以外では使われなく
なっているようです。残念なことですよね。
激しくぶつかり合うスポーツだけに終了後のノ
ーサイド精神が重要になるんだと思います。
国同士の対立や保護主義的な動きが目立つ昨今、
ラグビーの「ノーサイド」に学ぶべきところは多
い、その意味でも世界に注目される大会になって
欲しいですね。
皆さん、日本チームを応援しましょう！
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表彰

室原 國彦君
9 月 19 日(木)三好カントリー倶楽部

ゴルフ会優勝

ニコ BOX
(ガバナー補佐訪問に伺いました)
ガバナー補佐
伊藤
豪様
分区幹事
梅村 昌孝様
分区副幹事
田中
宏様
(ガバナー補佐訪問に伺いました)
地区副幹事
木本
寛様
(地区 10 年史では大変お世話になりました。ご協力
ありがとうございました) 名古屋千種 RC 池森君
(伊藤ガバナー補佐、木本地区副幹事、梅村分区幹事、
田中分区副幹事ようこそお越し下さいました。ご歓迎
申し上げます。例会後のクラブ協議会もよろしくお願
いいたします）
芹澤会長
(ガバナー補佐御一行様を心よりご歓迎申し上げま
す。先日のタスキ会・新入会委員歓迎会では皆様お疲
れさまでした)
長瀬幹事
(伊藤ガバナー補佐、木本地区副幹事、梅村分区幹事、
田中分区副幹事をお迎えして)
梅田君
(菅君、平松君、河野君お世話になります) 杉江君
(伊藤ガバナー補佐、木本地区副幹事、梅村分区幹事、
田中分区副幹事ようこそお越し下さいました。よろし
くお願いいたします)
岩佐君
(タスキ会出席の皆様お疲れさまでした。又新入会員
の小川君楽しかったです)
加藤(茂)君
(愛車同好会、秋のツーリングは 11 月 4.5 日山代温
泉へ行きます。皆様の参加をお願いします) 栢森君
(福西君のお陰でメイドーさんにお世話になります。
大変感謝しています。どうもありがとうございます)
中井君
(ひのえ会の皆様、先日は楽しい時間をありがとうご
ざいました)
松本君
(ご夫人誕生祝)
深谷君
本日合計
累
計
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44,000 円
1,028,100 円

長瀬 廣幸君
1．８月の野々島・浦戸小中学校での支援事業に
関しまして、以前にお知らせいたしました仙台
地元紙の河北新報の 9 月１２日の朝刊に、記事
が掲載されました。会場内に掲示しますので、ぜ
ひ皆様ご覧ください。
2．１０月の第７回ワールドフード・ふれあいフ
ェスタ（ＷＦＦ）において地区学友委員会が専用
ブースを設営し、ペットボトルキャップを集め
てエンドポリオキャップアートを製作します。
このエコキャップ回収活動について、当クラブ
から１００個以上を目標に集めていただきたい
との申し出がございました。ご協力いただける
方は、会社等で集めていただき、当日ＷＦＦ例会
ご参加の折、ご持参いただきますよう、お願いし
ます。

幹事報告

ガバナー補佐訪問卓話
第 2760 地区西名古屋分区ガバナー補佐
伊藤

豪様

皆さんこんにちは。私は
名古屋瑞穂 RC の出身で、
職業は、金属表面処理で
す。地区副幹事の木本さん
は、江南 RC のご出身で、
法律関係のお仕事。分区幹
事の梅村さんは、私と同
じ瑞穂 RC の出身で、歯科医医療法人光風会の理
事長さんです。分区副幹事の、花井さんは、瑞穂
RC の出身で職業分類は「和菓子」です。
さて「ガバナー補佐の役目を説明させて頂き
ます。2760 地区は、85 クラブございますが、
8 つの分区に分かれており、私は西名古屋分区の
13 クラブを担当しています。
伊藤ガバナーと分区 13 クラブとのパイプ役で
す。地区へのご要望などがありましたら、気軽に
お声掛けいただければよいかと思います。
私の今日の役目は、3 つあります。1 つは、国際
ロータリー2019-2020 年度のマーク・ダニエ
ル・マローニー会長のテーマをお伝えすること、
2 つ目は伊藤ガバナーの地区方針をお伝えする
こと、３つ目はお願いごとです。
まず１つ目：RI 会長のテーマは「ロータリー
は世界をつなぐ」です。ロゴマークは、真ん中に
青色なのが地球、周囲は人を現しています。人種
も、言葉も、地域も違う人たちが手をつないでい

るのをあらわしています。
マーク・ダニエル・マローニー氏は、アラバマ州の
ジケーターロータリークラブの出身で、税法・遺産・
農業法を専門とする法律事務所の社長さんで年齢は
６３歳とうかがっています。
ロータリークラブには 1980 年に入会され、３4 歳
でガバナーになり、RI の要職を歴任されています。
奥様も同じクラブの会長も務められた、ロータリー
一家と伺っています。
ロータリーの礎は「つながり」若い弁護士としてシ
カゴにやってきたポール・ハリスがロータリーを創
設した最大の理由は、見知らぬ町で他の人と「つなが
る」事でした。
RI には、地域社会とつながり、職業のネットワー
クを広げ、強くて末永い関係が構築できる確固とし
た使命と構造がある。ロータリーが無ければ出会う
ことが無かった人々、共通の考えを持った人々、私た
ちの支援を必要としている人々とつながり、世界中
の地域社会で人生を変えるような活動を行うことを
可能にしている。
RI ４つの強調事項
1.ロータリーを拡大する。
力強い組織を作る、新しい戦略計画を立てて強い
インパクトを与える
会員基盤を拡大する
（cf. ロータリー退会者数のレコード）
職業分類制度の再発見と活用
2.ロータリーファミリーを巻き込む
ローターアクトとインターアクトをロータリー
へ。 家族、特にこどもの参加
3.ロータリーのリーダーシップへの道
忙しく仕事をしているロータリアンもロータリー
のリーダーになれるようにする為の道を開く。
ロータリーでリーダーになることを阻む障壁の多
くは，私達自身が築いたものであり違う時代、違う
世代に合わせて作られたもの
4.国連とのコラボレーション
RI ６つの重点分野
疾病予防と治療・母子の健康・水と衛生・平和構築
と紛争予防・地域社会の経済発展・基本的教育と識字
率向上
RI 会長の強調事項のまとめ
「ロータリーは世界をつなぐ」
伊藤ガバナーの地区方針は「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。伊藤ガバナーは、江南 RC の出身です。職業は、
学校法人聖英学園の理事長さんです。江南ロータリ
ークラブには、2001 年に入会され現在５9 歳と伺っ
ています。

伊藤ガバナーは、『ロータリーを成長させる
には、５つの中核的価値観をベースに「知的多
様性」と「革新的柔軟性」を取り入れお互いの
違いを超え、深く意義ある形でつなぎ、つなが
りを地域に発展させ、職業上のネットワークを
広げることが必要である』と述べています。
ロータリーの理念の構造は、4 つあります。
1.ロータリーの基本をなすもの=中核的価値観
2.それを行動に表わすもの = ビジョン声明
3.ビジョン声明を具体的に展開するもの
＝戦略計画
4.ロータリーの指針 ＝ ロータリー章典
中核的価値観とは、親睦・高潔性・多様性・奉
仕・リーダーシップです。
ロータリーのビジョン声明は
『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。
』
戦略計画は４つの優先事項があります。
1. より大きなインパクトをもたらす。
2. 参加者の基盤を広げる
3. 参加者の積極的なかかわりを促す
4. 適応力を高める
不易 ５つの中核的価値観
４つのテスト
ロータリーの目的
流行 戦略計画
キーワード
知的多様性・革新的柔軟性
柔軟性を取り入れる
・規定審議会でクラブに以下を認めることが
決定された
・例会日と時間を柔軟に決定する
・必要に応じて例会を変更または取り消す
・奉仕プロジェクトまたは親睦行事を例会と
してみなす
・顔を合わせる例会またはオンラインの例会
のどちらか、またはそれらを交互に行うこ
とや、両方の形式を採用する
・出席要件と出席率の悪い会員の終結に関す
る方針を緩める（または厳しくする）ため
に、クラブ細則を修正する
RI 規定審議会の制定事項
・欠席メークアップに関する規定を改正する件
例会の前後１４日間の規定を同一年度内
とする。
・クラブ構成を改正し職業分類の制限を廃止す
る件
ある一つの職業分類のもとにクラブに入会
できる会員数の制限を削除する
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活動指針
1.クラブ戦略委員会で例会と奉仕のあり方を見直す。
2.会員増強と退会防止
3.ポリオ撲滅への貢献
4.ロータリー賞への挑戦
5.国際大会への参加
お願いしたいこと
1.ポリオ例会、行事、ポリオプラス基金
2.50 歳以下の会員・女性会員の増強
3.国際大会参加のお願い ハワイ・ホノルル
6 月 6 日（土）～10 日（水）
親善ゴルフへの参加（6 月 5 日）
ガバナーナイト（6 月 6 日）
4.WFF への参加のお願い
2019 年 10 月 12 日（土）13 日（日）
チケット購入と協賛広告
5.地区大会の登録と参加のお願い
2019 年 11 月 9 日（土）
・10 日（日）
6. 名古屋瑞穂ロータリーがホストの IM へのご登録
2020 年 2 月２７日（木）
私共、名古屋瑞穂 RC がホストの IM を開催いたし
ます。是非登録してくださいますようお願い申し上
げます。

月

日

11

10

18

25
1
8

11

15

4

港友例会
卓話
J.フロントリテイリング(株)
特別顧問 岡田 邦彦氏
地区大会
例会変更 10 日（日）10：00
ホテルナゴヤキャッスル
休
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ロータリー財団卓話
「ロータリー財団の多様性について」
地区ロータリー財団委員会
副委員長 中村 公彦君
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年次総会
第 2 回クラブフォーラム
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港友例会

20

忘年家族会
例会変更 18：00
16 階「アゼリア」
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休

会

3

休

会
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伊藤ガバナー公式訪問
名古屋名駅・名古屋丸の内・
名古屋みなと・３RC 合同例会
16 階「アゼリア」
WFF 参加
例会変更 12 日（土）11：30
エディオン久屋広場
Partner’s Night
例会変更 18：00
THE KAWABUN NAGOYA
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クラブ協議会
と き：9 月 27 日(金) １3：40～15：00
ところ：名古屋マリオットアソシアホテル「桐」
出席者：ガバナー補佐
伊藤
豪様
地区副幹事
木本
寛様
分区幹事
梅村 昌孝様
分区副幹事
田中
宏様
芹澤会長以下 21 名
入会 3 年未満の会員 9 名

今後の例会予定

会

