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■ 斉唱 君が代  奉仕の理想 

■ 司会 生田 瀬津子 会員 

■ 出席者報告 出席者数 31 名 / 会員数 37名 

出席率  83.78％ 

前々回(第 145 回)修正出席率は 94.59％(35/37) 

■ビジター・ゲスト  

ビジター 

特別代表 名古屋北 RC 浦野 三男 様 

ガバナー補佐 柴田幸男様 

地区副幹事  中村重嗣様 

地区スタッフ 岡田邦義様 

分区幹事   朝倉淳一様 

■ ニコボックス報告 

ガバナー補佐 柴田幸男様 

分区幹事   朝倉淳一様 

本日よろしくお願いします。 

地区副幹事  中村重嗣様 

本日はお世話様です。ありがとうございます。 

特別代表 名古屋北 RC 浦野 三男 様 

猛暑お見舞い申し上げます。 

櫻井 孝充 会長 

本日は、柴田ガバナー補佐、中村地区幹事、岡田地

区スタッフ、朝倉分区幹事ようこそアイリスロータ

リーにお越し下さりありがとうございます。感謝。 

菊地 富士子 幹事 

ガバナー補佐柴田幸男様、中村重嗣様、岡田邦義様、  

朝倉淳一様 本日はお越し頂きありがとうございま

す。 

安井忠直前会長 

柴田ガバナー補佐をお迎えして。 

藤谷 猛 会長エレクト 

ガバナー補佐訪問ありがとうございます。 

生田 瀬津子 会員 

柴田ガバナー補佐、中村地区副幹事、岡田地区スタ

ッフ、朝倉分区幹事、本日は暑いところをお越し頂

きありがとうございます！ 

加藤 正広 会員 

ゴルフ同好会「アイリス会」第３回例会が９／３、

４日で木曽カントリークラブにて行います。ふるっ

てのご参加お願いします。 

藤森 淳 会員 

柴田ガバナー補佐、中村地区副幹事、岡田地区スタ

ッフ、朝倉分区幹事様、ようこそアイリスへ。 

野田 陽子 会員 

本日、声をかけられて誕生日を思いださされてしま

いました。 

綿貫 達雄 会員 

８０才の誕生月をみなさまの祝福を受けて迎えられ

たことに感謝。 

深見 禮子 会員 

この世に誕生出来た事を感謝し、ニコ！ 

加藤 晴美 会員 

そろそろ何回目の誕生日なのかわからなくなってき

ました。 

育ててくれた両親に感謝。 
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鬼頭 容子 会員 

暑中お見舞い申し上げます。 

安井 嗣博 会員 

先日、家族全員で苗場で行われた音楽フェスに行き

ました。中３の娘が最初に行ったのは生後１０ケ月

の時で、その時見たアメリカのロックバンド、レッ

ドホットチリペッパーズを今回も一緒に見れて、う

れしかったです。 

ニコボックス合計 ２７，０００円 

 

■幹事報告 

 菊地幹事より、８月以降の行事日程の報告があり

ました。 

 

 

■櫻井会長挨拶 

名古屋アイリスロータリーのみな様こんにちは 

 

本日はガバナー補佐訪問会長・幹事懇談会に 

ガバナー補佐 柴田幸男氏、地区副幹事 中村重嗣

氏、地区スタッフ 岡田邦義氏、分区幹事 朝倉淳

一氏をお迎えしました。本日は猛暑の中、名古屋ア

イリスロータリーにお越し下さりまことにありがと

うございます。心より感謝申し上げます。 

 

 

「信頼に基づく寛容と選択」を方針にスタートしは

や 1 ヶ月が過ぎました。すでに次期 2017-2018 年に

向け次期理事会に向け信頼関係が始まっているよう

です。 

地区および国際ロータリーでは、「会員増強及び拡大

月間」でもあります月間を迎えております。 

我が名古屋アイリスロータリーの会員増強・教育委

員会の鈴田正道委員長、三木庸行副委員長両名には

多大成る協力のもと、日頃から、東奔西走を実施い

ていただきこの場を借りましてお礼申し上げます。 

 

さて本日はガバナー補佐訪問日です。皆様、この場

をお借りし、わからないこと、ちょっとした疑問を

皆さんに質問する良いチャンスかと思います。恥ず

かしがる必要など決してありません。良い経験をさ

れ、深くロータリークラブに参加し、益々の名古屋

アイリスロータリークラブの増強に期待します。 

 

感謝。 

 

■ガバナー補佐訪問ご挨拶 

２０１６～２０１７年度の東名古屋分区ガバナ

ー補佐の柴田幸男でございます。 
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まずガバナー補佐の主な役割を申し上げますと、

担当するクラブ（つまり分区内１２クラブ）が効果

的に運営されるようサポートすることによって、ガ

バナーを補佐するという事になっております。と言

いましても、「効果的に運営される」とは具体的に

言いますと、「会員増強、奉仕活動、財団の支援、

リーダーの育成」に積極的に取り組んでいるクラブ

という事であります。 

長期的な目標を立て、期待通りの良い結果が得ら

れるよう、サポートしていくという事であります。 

つまり、元気なクラブを作ることをサポートする

という事であります。そこで、クラブのサポートと

いう言葉が出てきましたが具体的には、何をすると 

言う事なのか？という事ですがこのガバナー補佐

訪問を含めて、定期的にクラブを訪問し、各クラブ

のニーズと強みを理解して役立つ情報やアイデア

をクラブに提供いたします。また、多くのクラブを

交流する中で、クラブが共通して抱えている問題を

突き止め、解決へのさまざまなアプローチを提供い

たします。 

又、特定の分野で成功しているクラブと、その分

野で課題を抱えているクラブをつなぐ事が出来ま

す。 

つまり、ガバナー補佐はクラブ間のコミュニケー

ションを橋渡しする役割も担っています。定期的に

クラブと連絡を取り、活動やプログラムの進捗状況 

を把握しておいて、ほかのクラブの成功例を紹介

したり、クラブ間の協力を促したりいたします。 

このようにガバナー補佐の役割は、多岐に渡って

おります。どうかご理解頂きまして、ご協力、ご指

導の程、お願いいたします。 

皆さま、ご存知のように今年度のＲＩ会長のジョ

ン・Ｆ・ジャームさんは、アメリカ テネシー州に

あります。チャタヌーガ ロータリークラブの会員 

であります。ロータリー財団１００周年を記念し

て、アメリカへＲＩ会長を持って来たのかどうか知

りませんが、大変はりきってみてます。ジョン・Ｆ 

・ジャームさんは、毎週例会で集う一番の理由は、

最も大切な目標、すなわち「奉仕」のためだと言っ

ておられます。ロータリーの初期から、人類への 

奉仕はロータリーの礎であり、主な存在理由とな

ってきました。 

そこでＲＩ（国際ロータリー）のテーマを“人類に

奉仕するロータリー”とされました。 

“人類（人々）に奉仕するロータリー”とは、困

っている人がいたら背を向けず、自分のできること

をする、それが奉仕で、その結果、人が笑顔になる 

ことであります。 

奉仕とは定義するものでなく、笑顔でない人を笑

顔にすること。そのためは、我々が笑顔でなくては

いけないと言うことです。 

それがＦｅｌｌｏｗｓｈｉｐ（親睦）であります。

そして、人を笑顔にするには、ロータリーアンは、

高潔性を持ち、多様性を受けいれる寛容さを持ち、 

リーダーシップ（問題を分析し、企画アクション

を起こす。）を発揮しなければならないと言ってお

られます。 

○それを受けて、当２７６０地区の服部良男ガバ

ナーは、地区方針を「Ｂｅ Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｉ
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ａｎ Ｆｉｎｄ Ａ Ｒｏｔａｒｉａｎ」～真のロ

ータリーアンになろう、ロータリーアンを見つけよ

う～とされました。 

①ロータリーのブランドを認識する。 

②人道的奉仕活動に参加し、人を笑顔にする。 

③仲間と一緒に奉仕活動をし、ロータリーのブラ

ンドを地域の人に伝 え、新しいロータリーアン、

仲間を見つけましょう。 

と言っておられます。 

ＲＩ２７６０地区は、日本でも最も活性化してい

る地区の１つでありますが、ＲＩ２７６０地区の特

徴として、①地区委員会の奉仕活動は非常に活性化

している。②又、先進的に新しいＲＩプロジェクト

に取り組んできました。 

（しかし）、課題として、地区内８３クラブの奉

仕プロジェクトや活内容がオープンになっており

ませんので、他のロータリークラブやロータリーア

ンと共有できていないものが多いと言うことであ

ります。 

又、各ロータリークラブでの奉仕活動が地域の

人々に十分に広報されていないので、ロータリーの

ブランドが認知されていない、と言うことがあげら

れます。 

（そこで重点戦術として） 

①Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙに登録し、ロータリーのブ

ランドを再確認し、ロータリー財団が１００年間 

人を笑顔にしてきたコトを学び、積極的にこの地区

の人道的奉仕活動を投稿する。 

②Ｃｌｕｂ Ｃｅｎｔｒａｌに各クラブのデータ

や情報、奉仕活動、目標計画を登録し、地区内の各

クラブがどのような奉仕活動や良いコトをしてい

るかお互いに学ぶ。 

③ガバナー、地区委員会、各クラブでソーシャル

メディアを利用して、奉仕活動や人の笑顔をロータ

リーアンで共有し、地域の人々にロータリーのブラ

ンドを知ってもらう。 

（なぜ、今、ソーシャルメディアか？） 

我々ロータリーアン一人ひとりがメディアになる

ことができる。という事です。 

しかし、今すぐに全員にマイロータリーに登録し

て下さい。という事ではありません。３年間の戦略

計画に基づいて、徐々に進めていくものであります。  

又、従来から利用して来た、新聞、テレビ、ラジオ

等のメディアを否定するもでもありません。それら

も有効に使い、今まで使っていなかったソーシャル

メディアも使って行こうと言うものであります。 

○そこで皆さんにお願いがあります。こちらのク

ラブは若い会員の方が多いようですので、皆さんぜ

ひとも、Ｍｙロータリーに登録して下さい。そうす

ればロータリーの色んな事を知る事が出来ます、又、

自分達がした奉仕活動を投稿することも出来ます。 

○もし登録の仕方が解らなければ、クラブへ地区

の公共イメージ向上委員会のメンバーが、いつでも

お伺い致しますので、遠慮なく、おっしゃっていた

だければ幸いです。 

これらを実行していく段階において、会員の皆様

には、戸惑い等もあるかと思いますが、ご協力の程、

よろしくお願い致します。 

名古屋アイリスロータリークラブの会員の皆様に

は、これから一年なにかとお世話になりますが、よ

ろしくお願い申し上げます。 

以上 

■例会終了後、ガバナー補佐を囲んでのクラブ協議

会を行いました 

 

 


