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■ 斉唱 手に手つないで 

■ 司会 細川 年行 会員 

■ 出席者報告 出席者数 27 名 / 会員数 37名 

出席率  72.97％ 

前々回(第 170 回)修正出席率は 100％(37/37) 

■ビジター・ゲスト  

ビジター  

名誉会員 栄 RC    八神 基 様 

米山奨学生    フォンさん 

■ ニコボックス報告 

名誉会員 栄 RC    八神 基 様 

本日は卓話いたします。お耳汚しかと存じますが、

しばらく我慢ください。 

櫻井 孝充 会長 

本日、八神名誉会員の卓話を賜ります。ありがと

うございます。改めましてフォンさん参加ありがと

うございます。 感謝。 

菊地 富士子 幹事 

八神名誉会員様、本日は卓話よろしくお願いいた

します。楽しみにしております。 

安井 忠 直前会長 

先日桜井会長より国府宮の福をいただきました。

ますます商売繁盛、無病息災、家内安全になります

よう、また本日は八神さんの卓話楽しみにしており

ます。 

荒山 久美 会員 

今日はフォンさんをお連れしました。あと一ヶ月

で卒業です。アイリスともお別れになります。3 月 8

日例会がフォンさんの最後の参加になります。 

ニコボックス合計 １０，０００円 

 

■幹事報告  菊池富士子幹事 

 3 月予定の発表がありました。 

■委員会報告 

 社会奉仕委員会、鬼頭委員より募金のお願いがあ

りました。 

■櫻井会長挨拶 

 

 

こんにちはアイリスロータリアンのみなさん。 

先週の名古屋名城 RAC 合同例会におきましては、特に

職業奉仕・社会奉仕委員会の皆様、国際奉仕・青少年

奉仕委員会の皆様には、多大なご協力を賜りありがとう

ございました。いろんな意見が出ましたが無事終わりまし

た事にお礼をこの場で申し上げます。 

ありがとうございました。 

本日はベテランロータリアンであり、人生の大先輩で有ら

れる八神基名誉会員にこの後卓話を頂戴します。この後、

皆さん楽しみにお待ちください。 
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 世界的に悲しい事件、2001年 9月 11日に起きました、

同時多発テロでありました。15 年以上も前の事で、過去

のものとなりましたが、いまだ忘れられないショッキングな

出来事でした。 

自分事ではありますが、その事件前まで小生は飛行

機に乗る度に、お抹茶旅セットと、本を 3～4冊機内に持

ち込んでおりました。それは野心から、機長からのサイン

がほしいだけの身勝手な物でした。 

素敵なＣＡ.にお願いするとその当時、必ずサインはい

ただけました。ではサインのお礼にお抹茶を差し上げた

いのですが？いかがですか？と、お伝えすると、少し待

つ事、ＣＡ再度参上、この間、機長にお尋ねして下さっ

たと思います。 

そして機長室、すなわち、コックピットにお越し下さい。

と、喜びと同時に、びっくりする返事が帰ってきました。喜

び勇んでコックピットに参上する訳です。 

この時は喜びもマックス。以前聞いた話では、コックピ

ットの内には3名が常駐、そして3名とも違うメニュ－を食

事されるとの事。これはもしも同じものを食べ体調を崩し

たらサー大変。という対策からだそうです。 

それなのに、お抹茶を点てましたら、３人共御相伴さ

れました。小生これで引き下がれば良いのですが、お続

きはいかがですか？(もう一服)と言ってしますのです。 

そうするとどうでしょう、機長は、京都に行った時、何度

も飲みました。もう一服下さいと。副機長も同様にです。 

今思えばそして考えてみたら毒殺…と、云う怖い同時

テロを想像してしまいます。そしてそれが出来てしまうよう

な、いや、出来てします。 

あの同時テロ前の数十年は小生このことは安易に、も

っと言うなら軽率に図々しくやっておりました。運良く運

んでしまっているこの事実です。 

しかし、あのテロを聞いたときからやめました。 

正直自分のやっていたことに、恐怖を覚えました。反

省です。 

今でも旅にはお抹茶セットは持参するのでありますが、

サインはあれっきり実行しておりません。ただ、お抹茶は

近席の方にはどうですか？と、今も続けております。 

今頃あの時の機長並びにスタッフの方は各国のロー

タリアンに成られている方もおられると思います。 

平和と紛争予防/紛争解決月間の今月、一服のお抹 

や、お抹茶に限らず、お茶を飲む時間を持てるという事

が出来れば、平和のひと時を醸し出す事が出来ると思い

ます。そんな時間を作れば紛争予防には少なからずきっ

かけが出来ると自負します。 

あの時小生の我が儘をお許し下さった皆様には心か

ら感謝申し上げます。 

取り留めのない無作法なお話ですみません。お許しく

ださい。 

さてさて、楽しみにしておりました１つに、毎月最後の

例会では、美味しいカレーがいただけます。ＨＥ、ＨＩＳ、

ＨＩＭ、かれだけに、カレー好きの小生は嬉しいです。 

 

お待たせしました、では八神基名誉会員の素敵な卓

話をお願い申し上げます。 

感謝。 

                                      

■栄ＲＣ 当クラブ名誉会員  八神 基 様の卓話 

 

 

（立派な原稿をいただきましたので、そのまま 

全文掲載しておきます。） 

 

ロータリークラブの創立は 1905 年 2 月 23 日、

ちょうど明日ですね、爾来 102 年の歴史を誇りま

すが、ロータリークラブが女性会員に門戸を開い

たのは、僅か 28 年前の 1989 年、平成元年のこと

です。 

それも、すったもんだの挙句、連邦裁判所の判

決に従ってのことでした。いま、世界全体では女
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性会員は 20％弱と聞きます。  

日本では 10%もいない。日本最古の東京 RC と

大阪 RC での女性会員は夫々3 名と昨年聞きまし

たが、最近少し増えているかもしれません。 

私たちの 2760 地区、最古の名古屋 RC では女性

会員はゼロ。 

当地区の女性会員は、昨年末時点で 219 名、会員

数は 4835 名ですから、女性会員比率は 4.5％。ア

イリスは当地区で最多の女性会員数を誇る 15 名、

アイリスの会員数は 38 名ですから、女性会員比率

は 40％、地区平均の９倍です。 

アイリス RC は、当初女性だけのクラブを作ろ

うとしたが、必要会員数がなかなか集まらず、そ

こで男性会員も募ることとなったと聞きます。 

新しいロータリークラブを作るには、会員数で

当時は 25 名が必要でした。今は 20 名に減ってい

ます。その 25 名がなかなか集まらず、15 名から

20 名の間を行ったり来たり。 

ちょうどその時、RI 国際ロータリーの会長が日

本人の田中作次さんで、RI 会長任期の年度末まで

に、何とかして新クラブの創立を間に合わせたい

と、地区拡大委員会へ SOS が入りました。 

その要請に応じて、地区拡大委員会が積極的に

サポートすることとなりました。豊島 PDG が委

員長・斎藤 PDG・現在 RI 理事の斎藤さんが副委

員長の時でした。 

あれこれの検討の中で、拡大委員会のメンバー

であった私が出向することとなってしまいました。 

アイリスクラブは、名古屋北クラブの田嶋 PDG

と水野パスト地区幹事のご指導の下で、当時荒山

さんをリーダーに置いて創立準備を進めていまし

た。 

そこへ、元みなとクラブ会員であった三木さ

ん・安井さんも田嶋 PDG さん達の呼び掛けに応

じて参加され、それから、みんなで会員候補者集

めに奔走した結果、チャーターメンバー・創立会

員が 33 名(うち 1 名は幽霊会員だった)をそろえる

事が出来、正式に新クラブの申請を行なう段取り

となりました。 

私もチャーターメンバー5 名を・創立後では４

名を推薦し入会してもらいました。 

幸いどなたも退会されていません。いま 4 代目

の櫻木会長時代。RC は創立後５年で完成とされま

す。次年度の藤谷会長ですね。どうかがんばって

ください 

アイリスの今の会員数は 38 名とちょっと寂し

いですね。ロータリークラブ会員数の全国平均は

約 40 名ですが、50 名の会員数は欲しいところで

す。 

会員が少ないとクラブ活動に支障が生じる場面

があります。例会場も寂しく感じます。 

アイリスの悪い特徴は出席率が低いこと、出席

率は公表されている 12 月末時点で、78.07％地区

の平均は 93％。未だにメークアップをしない会員

がいる。このメークアップもですが、そもそも半

期で最低でも 30％は自分のクラブの例会へ出席

せねばならないルールがあります。 

出席率 30％に満たない場合は、特段の事由のな

い限り、会員身分が自動的に終結、つまり除名さ

れても文句は言えないこととなります。 

とは申せ、これをあまり厳格に適用すると会員

数が減ってしまうという悩みもあります。これは、

どのクラブでも同様の悩みです。もちろんきちっ

と守っているクラブもあります。 

先ずはメークアップをして、修正出席率を限り

なく 100％としてくだるよう、アイリスクラブの

初代会長としてお願いいたします。 

少なくとも、当地区平均並み 90％以上はないと

アイリスクラブの恥です。 

よくこう云うことを聞きます。「出席したくなるよ

うな例会なら出るけど」…これは欠席の言い訳。

また、「仕事が忙しくって」も…毎週毎週忙しいわ

けがない、忙しいのは皆同じなのです。 

あらかじめ、例会出席を予定に入れておけば、病

欠以外に連続欠席は起こらないはずです。確かに、

いい卓話は出席への魅力が増すのは事実でしょう
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が、しかしここで大切なのは、人任せ、理事・役

員・委員長任せにしないことです。 

クラブを良くするには、例会出席への会員一人

ひとりの自覚と努力が欠かせません。以前、言っ

たことがあります。例会への出席は、自分に課す

る一つの人間修行だと。  

例会の時間だけの付き合いでは、なかなか仲間

意識が高まらないのも事実でしょう。ですから、

趣味の会や同好会があります。ゴルフ以外にも複

数定期的に催す同好会を増やしたらどうでしょ

う？また、ロータリーの特権ともいえる奉仕活動

への参加もあります。 

こうした奉仕活動へは輪番制で必ず参加しても

らう、また同好会の種類を増やすことで会員同士

が触れ合う時間を積み重ねることから、仲間意識

が生まれてきます。 

こうした仲間意識の向上に焦点を当てた色々な

活動を組み合わせて、会員は必ずどれかに積極的

に参加してもらうようにすることが、クラブを活

性化するポイントです、と。 

何だかんだと会長・幹事や委員長さん達がお膳

立てしようとも、基本は会員一人ひとりが、“自分

自身がロータリー＝自分がロータリアン”との意

識が、一番肝心な所です。 

ロータリアンとは、単にロータリークラブの会

員のことではありません。年会費を納めただけで

はロータリアンとはいえません。 

ロータリーの中核的価値観として揚げられてい

る、5 つからなる“ロータリアンの基本的特徴”

所謂ロータリーマインドに目覚めている人をロー

タリアンといいます。 

このロータリーマインドを高めるには、先ずは、

クラブの委員・幹事・会長などクラブの世話役を

進んで引き受ける＝すなわち“クラブ奉仕”の実

践・また地区委員会へ参加する・さらには奨学生

の面倒を見るなど、確実に一歩前へ踏み出す積極

性が必要だと思います。 

アイリスは会員数 38 名、しかも事務局を置かず

自分たちで運営していることから、一人ひとりの

参加意識を高めるには、有利な条件がそろってい

ます。 

先ほど拡大委員会と言いましたが、ロータリー

で云う拡大とは新しい RC を作ることで、拡大委

員会はそのお手伝いが仕事です。 

新クラブの創立は、地区ガバナーに期待され

る・行なうべき仕事の第 1 番目に挙がっています。   

今年度の服部ガバナーは、今年度から斎藤 PDG

が当地区を代表して国際ロータリーの理事をお勤

めになっているので、その援護射撃の意味からも

当地区に新しいロータリークラブを作りたいとの

意向を地区拡大委員会に示されました。 

できれば、2 つの新クラブ立ち上げたい。１つ

は、ロータリーを退会した元会員を中心としたク

ラブ、2 つには、女性だけのクラブ。 

この女性だけのクラブについては、アイリスク

ラブの創立で無理なのは、その折に既に証明済み

ですが、今年度に入り、当地区内のロータリーク

ラブで女性の現役会長と元会長にお集まりいただ

き(荒山さんも参加)、意見を頂戴する機会を作りま

した。 

そこでの結論は、女性だけのクラブは面白くな

い、素敵な男性会員がいてからこそのロータリー

クラブですとのお声がとても印象的で記憶に残り

ました。 

女性だけのクラブ作りは、当年度諦めとなりま

した。 1 つ目の元会員を中心として構成するク

ラブについては、名古屋市の区域内で新しいクラ

ブ作りの核となりそうな動きを 2 つ把握していま

した。 

そこへ声掛けをしたところ、「ガバナーが新クラ

ブを作れとの意向があれば、乗ります」とのこと

で、新クラブへの結成へ向けて動き出し、昨年 12

月上旬には異例の速いスピードで RI からの加盟

認証状が届きました。 名古屋宮の杜 RC です。 

創立会員 31 名、その後早速の入会があり 32 名

でスタートしました。アイリスの創立会員数と同
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じですね。元会員を集めたクラブといっても、元

会員は 4 クラブからの合計 6 名だけで、あとの 26

名はロータリー経験のない白紙状態の会員です。  

若手が多いクラブですが、大手企業の方も入会

されており、職業分類でもバラエティに富んだ、

大変バランスの良いクラブです。 

また、この宮の杜クラブは、斎藤 RI 理事からの

進言もあり、2016 年規定審議会に則った、新しい

クラブを当地区に作ろうということで、例会は 4

回ではなく月 2 回以上とし、その他にファイアー

サイドミーティングとか奉仕活動を重視するなど

の特徴を備えたクラブとなりました。 

創立への準備が進む中で、クラブ創立への一般

的な道筋を辿るのに障碍が生じ、この新クラブは

ガバナーが直接に創立するクラブとして RI へ申

請をすることとなりました。 

他地区ではガバナーが直接設立する例はありま

すが、当地区では始めてのケースでした。 その

後にまた紆余曲折があり、結果としては、名古屋

千種 RC の子クラブとして名古屋東分区に所属す

るクラブとして発足することとなりました。 

先月 1 月 19 日が創立例会となり、私も出席して

きました。また、認証状伝達式とチャーターナイ

トは 3 月 9 日にウエスティン名古屋キャッスルホ

テルにて挙行します。 

斎藤 RI 理事はじめ・パストガバナー・地区役員、

市内各クラブの会長・幹事を始め、大勢の参列の

もとで立派に執り行われると思います。 

初代会長は千種 RC 会員の大口さん、ガバナー

補佐経験者です。大口さんは助っ人として、宮の

杜クラブの初代会長を短期間勤められ、千種 RC

へ戻られます。 

これはちょうど、私がアイリスの初代会長を、

当時の地区拡大委員会長の豊島さんや北 RC の田

嶋さん・水野さん達からの依頼を受けて、いっと

きだけアイリスの初代会長を引き受けたのと同じ

です。  

これは会長に就任するには PETS＝会長研修会

の受講歴が原則必要とされるからです。当地区で

は 25 番目のクラブですが、これで当地区の RC 数

は 84 クラブとなります。このマイナス１は、一昨

年度末に奥三河 RC が消滅、RC 用語で云うと“終

結”したからです。アイリスクラブは、同じ名古

屋東分区での４つ年長のクラブとして、この宮の

杜クラブに力添えして差し上げてください。 

さて、アイリスクラブは、来年 6 月には創立満

5 年となります。クラブの形を作る最終の年、5

年目を迎えます。 

この先のアイリスクラブの将来像を、会員のみ

んなで考える時期ではないでしょうか？是非とも

“明日のアイリス”を皆さんで探ってください、

その動きがクラブを活性化すると思います。 

皆さんが胸を張って誇りうる、素晴らしいクラ

ブ作りを期待しています。 

                    以上 


