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ロータリーは機会の扉を開く

会 長 髙田 和裕

幹 事 村田 誠一

広報･雑誌・会報委員長 久留宮 秀郎

R.I．会長 ホルガー・クナーク

第 2584 回例会 №8
2020 年(令和 2 年)9 月 18 日(金) 曇り
名古屋みなとロータリーソング
「セイリング」

照井ガバナー補佐訪問
出席報告
会員 63 名中 出席 47 名 出席率 74.60％
〇ゲスト
ガバナー補佐 照井
栞様
地区副幹事
坂
英臣様
分区幹事
林
順治様

会長挨拶
皆さん、今日は。本日はガバナ
ー補佐訪問ということで、照
井ガバナー補佐・坂地区副幹
事・林分区幹事の皆様が当ク
ラブを訪問されました。心よ
り歓迎申しあげます。また、照
井ガバナー補佐には後ほど講
和をいただきます、よろしく
お願いします。さて、ガバナー
補佐が当クラブにお見えにな
る時は「滑舌の悪い私とその先生のお話し」をしよう
と決めてました。それは、こんな講座です。会長ノミ
ニー時代に受けました。フリーアナウンサー橋本美穂
の「想いが伝わる話し方講座」入門編
「なぜ話し方を学んでみようと思ったのでしょうか」
との問いに「場面、場面で何を言っているかわからな
いと言われるので本日は想いが伝わる話し方を学びに
来ました。
」
「お綾や母親におあやまりなさい」
橋本美穂先生に出会う前、この言葉が言えませんでし
た。ここで、先生の著書を紹介させてください。
朝一分の習慣、いつも「感じがいい」と言われる女性
の話し方のルール；同文館出版
この本で、最初に印象に残った言葉。
「初頭効果」。こ
の意味は第一印象です。第一印象は、
「３年間かわら
ない」そうです。次は、
「親近効果」これは第二印
象、滑舌です。滑舌がいいと知的に感じます。
この本は、トレーニングばかりでありません。最終章
では、ビジネスシーン別・会話テクニック２７。
というのがあります。

この本は、女性対象に書かれた本ですが、男性にも大
いに当てはまるところがあります。その中から特に私
が気になったところを紹介します。細かい内容は是非
本を お買い求めください。橋本先生のサインつきで
私が斡旋します。
「社内コミュニケーション編」３、相手が快く仕事を
引き受けてくれるトークテクニック。
「社外コミュニケーション編」１０、会ってみたいと
思わせる「電話美人」の声の出し方。
「来客編」１８、絶対仕事につなげるトークテクニッ
ク。
「宴会編」２０、酔っぱらっても好感度をたもつ
方法。２２、下ネタにもひるまない返し方。
22 番だけ、少し内容をお話ししたいと思います。
もし、返答に困るような下ネタを直接振られたら
「わかりません」
「やめてください」と言うよりは、
「ご想像にお任せします」と軽く流しちゃいましょ
う。なるほど、
「ご想像にお任せします」いい言葉だ
と、感心しました。今日、例会後のクラブアッセンブ
リーでも使えるかなと、ばかな事を考えずに最後に時
間が許すまで、私の言ってることがメンバーに伝わる
ようにと鍛えてくれた名古屋みなとロータリークラブ
メンバー橋本美穂先生と今日、ここにいる皆さんに
「カミカミニュースを読ませていただきます。」
ありがとうございます。本日も例会楽しんでくださ
い。
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感謝状伝達
第 1 回米山功労者

福西

康和君

(髙田会長、村田幹事には 9/11 の父の通夜式に
てご焼香いただき誠にありがとうございました)
棚橋君
(照井ガバナー補佐、坂地区副幹事、林分区幹事
ようこそお越しくださいました。本日はよろしく
お願いいたします)
長瀬君
(山川君いつも写真の加工をお願いしありがとう
ございます)
野崎君
(久しぶりに参加をさせて頂きました。加藤嗣郎さ
ん、いつもフェイスシールドありがとうございま
す)
橋本（美）さん
本日合計
累
計

ガバナー特別賞受賞報告
直前会長

芹澤

謙一君

幹事報告

ニコ BOX
(照井ガバナー補佐、坂地区副幹事、林分区幹事
ようこそお越し下さいました)
髙田会長
(照井ガバナー補佐、坂地区副幹事、林分区幹事
本日は宜しくお願いします)
村田幹事
(旬果展で沢山果物を買って頂きました。皆さん
おいしい物を食べましょう)
早瀬君
(照井ガバナー補佐、坂地区副幹事、林分区幹事
本日は宜しくお願い致します)
岩佐君
(照井ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致しま
す)
箕浦君
(米山功労者表彰ありがとうございます。10 月は
米山月間です。よろしくお願いします)
福西君
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28,000 円
916,000 円

村田

誠一君

①ローターアクト 10/10 例会開催の件
昨日メールの方は配信させて頂き、それ以外の方は
本日ペーパーで配布させて頂いております「RC と
RAC の共同事業 緑の散歩道プロジェクト」が
10/10 に上小田井で開催されます。地区からグラン
プリ賞を頂き 30 万円の賞金で地域の方に散歩しや
すい歩道を作るプロジェクトです。当日は高村さん
の会社、松紅園の協力のもと木を植える作業を行い
ます。参加者はアクト例会に参加した事となりさら
にメーキャップの対象になります。岡部ガバナーも
見えますので皆さんの参加をお待ちしております。
②クールビズの件
次週の例会は休会となっておりますが、世間的には
9 月中がクールビズの期間となっております。会長
と相談しました所、まだ自分は暑いとの事ですので
１０月第 1 週と第 2 週の例会はクール―ビズとし、
第 3 週の 10/21 は岡部ガバナー公式訪問となりま
すのでクール―ビズを終了と致します。皆さん宜し
くお願いします。
③例会終了後、第 2 回クラブアッセンブリ―が開催
されます。対象の方は速やかに 17 階「ルピナス」
までお集まりください。

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
照井 栞様
国際ロータリー クナークＲ
Ｉ会長は、若い力に期待しロ
ータリークラブをより魅力的
にするために新しいアプロー
チにも心を開かなければなら
ないと語っています。特にロ
ーターアクトに期待していま
す。世界には 1,090 のロータ
ーアクトクラブがあり 25 万
人のローターアクターが活動
しています。30 歳までという年齢上限が無くなり、
2022 年からは RI に人頭分担金を支払うことになり
ました。ローターアクターもロータリアンになれると
いう道筋ができましたが、日本の場合は他国と比べる
と独立性が脆弱なため、これからどう育てていくかと
いうところに問題があります。彼らのリーダーシップ
を育てるためにも共同事業を企画することをお勧めし
ます。岡部ガバナーの行動指針の一つ「会員増強をし
よう」についてお話します。昨年まで世界のロータリ
アンの数は横ばいでした。先進国、特にアメリカは減
少傾向にありましたが、発展途上国のロータリアンが
増加していたからです。しかし世界を席巻した新型コ
ロナウイルスはロータリーの活動を大きく制約してい
ます。世界では約 37,000 人減少し、第 2760 地区も
目標としていた 5,000 人が遠くなってしまいまし
た。現状では従来の方法での会員増強が難しくなって
います。そこで一つの方法として「サテライトクラブ
（衛星クラブ）の結成」を提案します。クラブ設立に
は 20 人必要ですが、サテライトクラブは 8 人でＯＫ
です。クラブがスポンサーとなって支援しますが、会
費や例会時間は自分たちで決め、細則や理事会を設け
て活動します。サテライトクラブの会員もロータリア
ンとみなされます。海外ではサテライトクラブを作り
奉仕活動が盛んにおこなわれていますが、日本ではま
だまだであり、可能性を秘めています。その他、
2016 年規定審議会で細則は各クラブで自由に決定で
きることになったため、家族会員、法人会員、準会員
など、柔軟な発想で会員増強につなげることができま
す。クナークＲＩ会長は国際協議会講話で目標数字は
作らないと言われていますが、いい数字になる努力は
お願いいたします。当年度の国際大会は台湾・台北市
で 2021 年 6 月 12 日から 16 日まで開かれます。岡
部ガバナー主催のガバナーナイトは 13 日（日）で
す。セントレアからひとっ飛び！皆様の参加をお待ち
しています。地区大会は 3 月 14 日（日）に決まりま
した。当初は 10 月に二日間に分けて予定されていま
したが、3 月 14 日一日のみになりました。中身の濃
い内容で皆様に楽しんでいただけそうです。
目指せ！全員登録です。期間限定で復活するのは「桜
の回廊プロジェクト」です。東山植物園では 2021 年
5 月、日本植物園協会 全国大会の開催が予定されて
います。昭和 29 年に名古屋ロータリークラブがツツ

ジの苗を寄贈して以来、東山植物園とはご縁があり、
この大会に合わせて今年度だけ復活させることになり
ました。全国大会には秋篠宮殿下も臨席され桜の回廊
も視察される予定です。アメリカの独立機関・チャリ
ティーナビゲーターによる慈善団体への評価では、ロ
ータリー財団は 12 年連続、最高評価の星 4 つです。
米国慈善団体評価機関からはＡ+の認定を受けていま
す。いずれも、92％の資金がプログラムと管理運営費
に使われているというところが評価されています。財
団は、一人当たり 年次基金 150 ドル+ポリオプラス
基金 30 ドル=180 ドルの寄付を 日本の目標として活
動しています。他にも 1,000 ドル以上を恒久基金に
ご寄付いただくベネファクターを各クラブ 1 名以上、
10,000 ドル以上の寄付をしていただく大口寄付者・
メジャードナーを地区で 5 名以上など、寄付の目標は
数多くあります。またロータリーカードを作っていた
だいた場合は支払金額の３％がポリオプラス基金に寄
付され、ポイントはロータリー財団に寄付することが
できます。財団への寄付！今年度もぜひご協力をお願
いいたします。
日本のロータリークラブは 100 周年を迎えます。新
型コロナ禍に於いても紆余曲折の歴史を経て培われた
底力で新しい形を模索し、さらに進化したロータリー
クラブになる予感がします。2020-21 岡部ガバナー
年度がそのターニングポイントになるよう、私もガバ
ナー補佐として力を尽くします。

Ｂグループ家庭集会報告
とき
ところ

令和２年９月１８日 18:30～
名古屋駅 KITTE 3F
「 わらやき屋 名古屋 」
リーダー 栢森 サブリーダー 平松
会計
平松
出席者
山田(豊)、岡本、平松、中井、岡田、
加藤(嗣)、栢森 計 7 名
誰にとっても久しぶりとなる家庭集会で、ロータリ
ーの仲間たちと集まれる嬉しさを感じながらの家庭
集会となりました。様々な内容で話が盛り上がりま
したが、ロータリー活動については以下のような意
見がありました。
・ロータリーとしては「自分の時間を調整して出席義
務を果たす」、その苦労と経験も大事なことである。
守っていくべき伝統がある。
・ロータリーで大事なことは次の代につなげていく
こと、会長・幹事は誰もがやるべき役割だと思ってい
る。
・事務局の体制が変わって山田みどりさんはいなく
なったが、みなとロータリーのけじめとしてクリス
マス会に招待し、挨拶をさせないといけない。
・例会は夜間例会などの変化が欲しい。そのためなら
回数は減っても良い。古い人と若い人が話す機会を
作るなどもっとオープンな例会であって欲しい。
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・例会でのランチのグレードアップを願いたい。質が
落ちているのではないか。
・日帰りでも良いので、外での例会を希望する。普段
と違う例会は多くの人と長い時間を過ごす良い交流
の機会だった。とにかく親睦を深める機会が足りな
い。
・例会に参加している実感、変化が欲しい。外部講師
も良いが、メンバーが話をすることでお互いの理解
が深まることもあるのではないか。
無理矢理まとめると、ロータリーとして守るべき活
動と交流の機会を作り変化とメリハリのある活動を
望んでいると。参加された皆様には、親密な交流とみ
なとロータリーへの熱い期待を話していただき、あ
りがとうございました。

第 2 回クラブアッセンブリー議事録
とき
ところ

9 月 18 日（金）13：30～
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「ルピナス」
出席者 ガバナー補佐 照井
栞様
地区副幹事
坂
英臣様
分区幹事
林
順治様
髙田会長以下 17 名
入会 3 年未満の会員 4 名
1、幹事より
ガバナー補佐
地区副幹事長
分区幹事

照井 栞様
坂 英臣様
林 順治様 ご紹介。

2、照井ガバナー補佐よりご挨拶
3、委員会報告
各委員長より今年度方針、計画をクラブ計画書に
基づいて説明
4、ガバナー補佐総評
例会の雰囲気、ローターアクトとの長い歴史、
家庭集会などから、当クラブの活動を高く評価し
ていただきました。
5、坂地区副幹事、林分区幹事挨拶に続き 3 年未満会
員、田島副会長の挨拶、最後に栢森エレクトから
来季の抱負にて無事終了しました。

西名古屋分区ガバナー補佐訪問懇談会議事録
とき
ところ
出席者

9 月 18 日（金）11：30～
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
ガバナー補佐 照井 栞様
地区副幹事
坂
英臣様
分区幹事
林
順治様
髙田会長、田島副会長、村田幹事、
栢森会長エレクト、岡田副幹事

照井ガバナー補佐の挨拶から始まり、RI 会長の方針
により当クラブの方針、戦略計画、増強など、和やか
な雰囲気での歓談でした。
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卓話「コロナに負けない！
眠れるカラダのつくり方」
一般社団法人日本快眠協会代表理事
今枝 昌子さん
17F「コスモス」
卓話「スマホがなければ生活が成り
立たない中国」
名古屋大学人文学研究科博士後期
課程１年生
冀 媛媛さん
17F「コスモス」
ガバナー公式訪問
16F「アゼリア」
休会

30

休会（3/14 に例会変更）
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休会
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今後の例会予定

9

21

13

11
20

27

卓話「末期がんからの復活爆笑スト
ーリー」
元気アカデミー代表プロデューサー
加藤 由香さん
17F「コスモス」
卓話「ロータリー財団プログラムに
ついて」～財団は、ロータリーの財産
です～
資金推進委員会 副委員長
佐野 彰彦君
17F「コスモス」
休会

◆ガバナー公式訪問について
10/15 に予定しておりましたガバナー公式訪問
（名古屋名駅・丸の内・名古屋みなと合同例会）
ですが、10/21（水）に名古屋みなと単独で開催致
します。
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