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ロータリーは機会の扉を開く

第 2579 回例会 №3

2020 年(令和 2 年)7 月 17 日(金) 雨
ロータリーソング
「それでこそロータリー」

出席報告
会員 63 名中 出席 47 名 出席率 74.60％
〇スピーカー
第 2760 地区パストガバナー
神野 重行君

会長挨拶

大事なことは、目の前に表れた事象は、チャンスかど
うか、考える前に、まず自分自身に受け入れ、それが
チャンスでなければ捨てる。なぜなら、後でチャンス
とわかっても過ぎ去ってしまい、後の祭りとなるか
らです。名古屋みなとロータリークラブのことを改
めて知り、何のために行動しているのか、今後本当に
どうしたいのかという事柄を見つめて本日、例会後
第一回戦略会議を開きます。本日の神野さんの卓話
を参考にして、目の前に転がっているチャンスに気
づき、そしてつかみとり、本当に目指したい姿を達成
するために具体的戦略を定めメンバーと一緒に前進
します。最後に 本を一冊紹介させてください。

皆さん、こんにちは。本日は、
ビジターに、名古屋名駅ロー
タリークラブ所属 パストガ
バナーの神野重行さんをお迎
えしてます。
後ほど「これからのロータリ
ー」という題目で卓話をして
いただきます。よろしくお願
いします。
さて、本日は「これからのロータリー」という卓話を神
野パストガバナーにしていただくにあたり今日の卓話
をメンバー皆さんにチャンスにしてもらいたく「チャ
ンスの女神」という、お話しをしたいと思います。
皆さん、ちょっと普通の女神さまを思い浮かべてくだ
さい。
女神といえば豊かな髪、綺麗な顔、ギリシャ神話の服
装。しかし、このチャンスの女神はなんと、長い前髪が
あるだけで、ほかはツルッパゲ。
ある方が言いました。
「これはチャンスの女神です。チ
ャンスの女神の頭には前髪しかないんです。だから、チ
ャンスをつかみ損ねたら２度はないんですよ」と。
女神がまえからやってきたら、チャンスの女神かどう
か区別することなく、通り過ぎる前にまずしっかりと
前髪をつかまえて、自分自身の手に入れる。
それがチャンスの女神であれば、その女神の背中にチ
ャンスと書いてあるので、それが書かれていれば、自分
自身に受け入れる。前髪をつかむことを躊躇し、過ぎ去
った女神の背中を見てからチャンスと書かれていたと
気づいても、頭はツルッパゲのため、つかみたいと思っ
てもつる～んと滑ってしまい、つかめない。その結果、
チャンスの女神は、通りすぎ去ってしまう。

R.I．会長 ホルガー・クナーク

「くじけないで」柴田トヨ
ねえ 不幸だなんて
溜息をつかないで
陽射しやそよ風は
えこひいきしない
夢は 平等にみられるのよ
私 辛いことが あったけれ
ど 生きていてよかった
あなたもくじけずに

ニコ BOX
新年度第 1 例会で役員・理事・委員就退任、年
間 100％出席達成・未達成、家庭集会・RAC 例
会欠席などご協力ありがとうございました。
(今日は卓話をさせていただきます。おつき合い
下さい)
第 2760 地区パストガバナー
神野重行君
(神野パストガバナー卓話楽しみにしてます。あり
がとうございます。)
髙田会長
(神野パストガバナー前年の WFF 委員会では大変
お世話になりました。本日の卓話宜しくお願いし
ます)
村田幹事
(神野パストガバナー卓話よろしくお願いしま
す。楽しみです)
寺本君
(河野先生、昨日は大変お世話になりました。あり
がとうございました)
棚橋君
(本日、私用で休みます。神野パストガバナー卓話
聞けなくて残念です。メンバーの皆さん、髙田会
長の挨拶通訳できなくてすみません)
野崎君
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(先日「探偵ナイトスクープ」のロケに参加いた
しました。7/31（金）放送予定です。出番がカッ
トされていないことを願います) 橋本（美）さん
本日合計
ニコニコ DAY
累
計

40,000 円
96,000 円
732,000 円

熊本豪雨災害義援金
皆さまよりお寄せいただいた義援金が総額
50,000 円となりましたことをご報告させてい
ただきます。義援金は、ガバナー事務所が取りま
とめ、被災地区へお届け致します。
皆さまの温かいご支援、ご協力に感謝申し上げる
とともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈
り申し上げます。
村田 誠一君

幹事報告

①熊本豪雨災害の件
2760 地区として熊本豪雨災害の義捐金を送ること
となりました。受付ですでに集めさせて頂いており
ますが未だの方はお帰りの際にご協力をお願いし
ます。
②名簿の件
後ろのボードに手帳サイズの名簿の校正が掲示し
てあります。前回と同じものですが OK もしくは修
正の記入がないとメール等で確認させて頂きます
ので忘れずにご記入をお願いします。写真変更の方
もありましたが提出をお願いします。
③本日例会終了後 第１回クラブ戦略委員会を開
催いたします。
対象の方は「楠」の間までお集まりください。

卓話 「これからのロータリー」

第 2760 地区パストガバナー
神野 重行君
１．はじめに
半年以上前に卓話の依頼を受
けました。最初は「ロータリー
を楽しもう」という演題でし
たがコロナ禍の状態ですので
「これからのロータリー」と
いう演題にいたしました。
２．新型コロナを振り返る
１月に中国でコロナが発生し

入国制限も無いまま春節には中国の方がたくさん見
えました。そうこうしているうちに 2/4 ダイアモン
ドプリンセスでの感染発生、そして日本でも第１波
のコロナの感染が広がり 3/24 には警戒宣言が出ま
した。
３．ロータリーの新しい日常創り
今日では第１波の残りか第２波が来ているのか判り
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ませんが今年の秋から冬にかけては一番大きな波が
やってくると言われています。この大きな危機によ
って３ヶ月ぐらい例会が出来なかったと思います。
２０１９年の規定審議会で月４回の例会の内２回は
インターネットを使った例会をしてもよいというこ
とが圧倒的多数で可決されました。日本から参加し
ていた委員は全員反対だったそうです。そんなこと
から日本はデジタル後進国というレッテルを張られ
てしまいました。当地区でもすでにインターネット
を使って例会を行ったクラブもあるようです。また
ZOOM を使った理事会なども開催されています。RI
もリモートでの会議や例会を推奨しております。
４．ロータリーの現状
・ホルガー・クナーク RI 会長「数の目標は立てませ
ん。何故なら、これまで目標を立ててやってきて、達
成したことはないから」
・何故、わが国をはじめアメリカやヨーロッパの国々
で会員数が減り、インドやアフリカで増えているの
か？」運営面と奉仕活動の両方に理由がある。
・歴史の長いクラブは柔軟なクラブ運営と新しいロ
ータリー活動の取入れが難しい。
・みなと RC54 年の歴史、足跡はこれからの新しい
ロータリー創りにどう作用するのか？
・新しいクラブはロータリーの原点「世界で良いこと
をしよう」の下、奉仕活動を創出し、結果として会員
数を伸ばしている。
・クラブ戦略委員会の役割 １０年先を見据えた議
論をして頂きたい。
５．これからのロータリー
・ロータリーの行動計画「適応力を高める」
・新型コロナは我々の生き方に厳しい反省のチャン
スを与えてくれた。
・我々は新型コロナとどう折り合いをつけて生きて
いくかしかない。
・ポリオの発症を９９．９％減らすことができた。
・ポリオ根絶までやるしかない。
何故なら、ロータリーは世界で良いことをしようと
思う人の集まりだから。
第７回ＷＦＦの収益事業（パキスタン・３２７１地区）

パキスタンで移動式教育ユニットを寄贈

６．ピンチをチャンスに
・先の読めない今、クラブ会計予算作成方法の抜本的
見直しを、活動費はクラブの預かりとして各委員会
の企画に対して予算を割り当てる。新しい奉仕活動
が生まれる。
・会員増強の前に退会防止。柔軟な規定変更でピンチ
をチャンスに。
・ローターアクトも一緒に、楽しいクラブ作りを
７．終わりに
・新しいことにチャレンジするチャンスと捉え、新し
い扉を開けよう。

名古屋中央ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ例会報告
とき
ところ
例会テーマ

7 月 15 日（水）19：30
今池ｶﾞｽﾋﾞﾙ
『医療』

1 高田会長挨拶
2 議題
①会員増強について
芹澤直前会長より、
「増強 80」について、発足した経
緯及び位置づけを説明
「増強 80」チームリーダー寺西さんより、挨拶と思い、
直近の予定を説明。
家庭集会での情報収集などを行う予定。
②コロナ禍における例会の在り方について
長瀬前幹事より、前年度コロナ禍における対応対処に
ついて説明。
村田幹事より、今年度コロナ禍に於いては ZOOM など
を使用し、リモートでの会合を行う予定。
③その他
同好会の在り方について協議した。
例会時、事務局と親睦メンバーの受付業務の明確化に
ついて要望。
ロータリー旗について、今年度はこのまま古い旗を
使用し、60 周年に向けて新調する。

月

日

今後の例会予定
卓話「想いを伝える
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名古屋中央ローターアクトクラブの都築です。
第２例会のテーマは『医療』ということで、お医者さ
んの卵でもある当クラブメンバーの田島くんに「新
型コロナウイルス」をテーマにしたお話をしていた
だきました。
情報が溢れかえっていてどれを取捨選択したらいい
のかもわからないような昨今の世の中で、きちんと
した知識のある人による話を聞けたことはとてもい
い機会になりました。さまざまな業種・専門分野をも
つ若いメンバーが集まっているところは、アクトの
面白さであり強みだとも感じます。
この先コロナウイルスがどうなるのか、世間がどう
なるのかは誰にもわかりませんが、前向きにそして
健康に、頑張っていきたいと思いました。
次回の例会は場所を変えて、名駅近くの「そばの樹」
さんで親睦会を行う予定です。お食事しながらざっ
くばらんな雰囲気でお話できたらと思いますので、
皆様ぜひ気軽にご参加ください。登録お待ちしてい
ます。

第 1 回クラブ戦略委員会議事録
とき 7 月 17 日（金）13：30
ところ 名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
出席者 髙田、村田、芹澤、岡田、栢森、長瀬、寺西
7 名参加（敬称略）
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~あなたとあなたの大切な人のために~」

名古屋掖済会病院緩和ケア内科
部長 小島 美保さん
16F「アゼリア」
卓話「会員増強と会員選考について」
会員増強・職業分類
寺西 高子さん
会員選考
髙村 芳行君
16F「アゼリア」
休会
卓話「自己紹介」
大平 剛君
17F「コスモス」
卓話 トヨタ車体株式会社
総務部広報室ダカールラリー推進 G
三浦 昂氏
17F「コスモス」
卓話 名古屋市港防災センター
防災教育アドバイザー
近藤 ひろ子さん
17F「コスモス」
敬老例会
17F「コスモス」
ガバナー補佐訪問
17F「コスモス」
休会
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