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第 369回 例会 

ガバナー補佐訪問 

2021年 10月 13日 13:00～ 

■司 会 島村恵三 例会出席・親睦副委員長 

■斉 唱 我らの生業 

■出席報告 出席者数 15 名 / 27 名 

 出 席 率 55.55 % 

■ゲ ス ト  

■ビジター ガバナー補佐 梶川久雄様 

分区幹事 加藤あつこ様 

地区スタッフ 成田孝則様 

ニコボックス 

〇 ガバナー補佐 梶川久雄様 

ガバナー補佐訪問に伺いました。宜しくお

願い申し上げます。 

〇 分区幹事 加藤あつこ様 

本日はお世話になります。よろしくお願い

致します。 

〇 菊地富士子 会長 

ガバナー補佐  梶川久雄様、分区幹事 

加藤あつこ様、地区スタッフ 成田孝則様 

本日はアイリス RC にご来訪頂きありがとうご

ざいます。卓話どうぞよろしくお願い致しま

す。 

〇 山田智博 幹事 

梶川ガバナー補佐、加藤分区幹事、成田

地区スタッフ、本日はありがとうございます。ク

ラブ協議会も宜しくお願い致します。 

〇 青木恭子 直前会長 

梶川様、加藤様、成田様、ようこそ、本日

はありがとうございます。 

〇 安井忠 ロータリ財団委員長 

梶川ガバナー補佐をお迎えして 

〇 荒山久美 米山奨学委員長 

梶川ガバナー補佐様、ようこそアイリスへ。

本日は宜しくお願い致します。 

〇 藤谷猛 クラブ戦略・公共イメージ向上委員

長 

本時は梶川ガバナー補佐をはじめ地区の

方々にお越し頂き感謝申し上げます。この後

のクラブ協議会も宜しくお願い致します。 

〇 加藤正広 奉仕プロジェクト委員長 

１０月７日、ゴルフ同好会「アイリス会」が無事

に瑞陵カントリークラブで終了しました。優勝は

岩田君です。次回１２月９日です。たくさんのご

参加をお待ちしております。 

会 長 挨 拶 

本日 10 月１３日第３７９回例

会です。本日の会員の皆様に

は多数参加いただきありがとうご

ざいました。 

本日は梶川久雄ガバナー補

佐をはじめ 2名の皆様にご来訪

いただきありがとうございます。

後程 RI や地区の方針について

梶川ガバナー補佐より卓話をい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。コ

ロナゼロカーボンゼロのバッジを胸にこの大きな問題

についてもお話をしっかりいただき学びたいと思いま

す。 

本年度が始まり４か月目となりました。コロナによる

蔓延防止や緊急事態宣言により残念ながら 2 月間

休会の決断をいたしました。 

先週より通常例会を開催しまして、会員とともに再

会の喜びを感じた次第です。そして本日のガバナー

補佐訪問も対面にて実現できますこと大変うれしく思

います。当クラブの社会奉仕化活動は名大病院の

小児科病棟などです。このご時世において対面の活

動に問題が生じてきておりますが、打ち合わせなど

DXを活用し進めてまいりたいとおもっております。 

最後に改めまして梶川ガバナー補佐のご来訪に

感謝申し上げご挨拶とかえさせていただきます。 

委員会報告（公共イメージ向上員会） 

公共イメージ向上委員会の藤谷でございます。 

１０月 8 日（金）16:00 より開催されました「第 2760

地区 クラブ公共イメージ向上委員長会議」に出席し

て参りました。会議には沓名ガバナー、細井地区幹

事にも参加頂きました。その時のご報告をさせて頂き

ます。 
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議題は 2 つありました。1 つ

目は「My Rotary 初めの一歩」

と い う テ ー マ で 会 員 の

MyRotary 登録率を上げるよう

周知させようというものでした。

全国の登録平均は約 40%です。

当クラブも約40％と何とか平均

値に近似したものですが、より

一層の登録を皆様にお願い

致します。会議では、MyRotary 登録の初歩的な説

明を頂きました。 

次に「地区の IT 活用について」というテーマで、

2760 地区専用のスマートフォン用アプリが提供され

た旨の説明を頂きました。このアプリは、Andoroid・

iPhone 両方に対応しております。スマホからガバナ

ー月信、行事予定、クラブからのお知らせ、委員会

報告、クラブ検索、そして例会場までのルート案内が

できます。各アプリストアで「2760」で検索すればダウ

ンロードできますので、まずはダウンロードをお勧め

いたします。 

その後、休憩を挿みマスメディア 3 社からの講演

がありました。1 番目は、中日新聞社から「記者が食

いつくプレスリリースの極意」とういうテーマで講演を

頂きました。次に中部経済新聞社より「マスメディア

への事前告知のポイント」、最後に中部財界フォーラ

ム社から「マスメディアから見たロータリーの活動」と

いうテーマでお話を頂きました。今後、ロータリー活

動をどう社会に浸透させてゆくか、またその媒体とし

てマスコミにどう情報をリリースするのか、またどうや

って取り上げられるかのコツを学びました。有意義な

委員長会であったと思います。 

以上、「第 2760 地区 クラブ公共イメージ向上委

員長会議」の報告を終わります。 

卓 話 

国際ロータリー第 2760 地区 

2021-22 年度 

東名古屋分区  ガバナー補佐 

梶川 久雄 様 

（名古屋名北ロータリークラブ所

属） 

 

2021-22 年度東名古屋分区

ガバナー補佐を務めさせていた

だきます、梶川久雄です。よろしくお願いいたします。

本年度の国際ロータリーシェカール・メータ会長のテー

マは、「奉仕しよう みんなの人生を豊かに 

するために」です。行動方針の内、「会員増強」を重点

課題として挙げています。過去 17 年以上、RC の会員

数は、120 万人のまま横ばいとなっています。力を合わ

せて、「これからの 17 ヶ月間で 120 万人を 130 万人

へ」と力説されています。沓名ガバナーは、地区方針と

して「チェンジロータリー 新時代への成長に！」～コロ

ナゼロ・カーボンゼロ支援～を提唱されています。 

その為の行動方針を 10 項目表示されています。その

内の 3 項目「会員の基盤を広げよう」で「会員 

増強」が強調されています。 

＊地区として「一人が一人以上に声をかける」をしても

らいたい。 

＊地区 6％の女性の比率を 8％に引き上げたい。 

＊高齢会員と 3 年未満の新会員の退会防止。 

ガバナーは、地区協議会で「現在地区会員 4,618 名を

5,000 名に増強しよう！」と強調されました。 

RI 会長、地区ガバナーに共通方針があります、それは、

「会員増強」です。 

次期を見据えて、コロナ禍収束の見通しの全く付か

ない現在、次期の「会員増強」も大変な事と思いますが、

2021-22 年度の「重点行動方針」と捉えております。 

お二人のテーマ・方針に沿いながら地区と分区各ク

ラブのパイプ役に徹し、活発な意見交換、意思疎通が

出来るよう尽力する所存です。何卒、ご協力のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

 

卓話では、スライドを使い会員増強、ロータリー奉仕

デー、第９回ワールド・フード＋ふれ愛フェスタ（WWF）、

カーボンゼロ支援記念事業について、奉仕活動のため

の組織作り、ロータリーイメージ向上、地区大会、国際

大会への参加について詳しくご説明頂きました。 

梶川ガバナー補佐、ありがとうございました。 

会長・幹事懇談会 

 例会前の 12：00より ANAグランコートホテル ５F しら

さぎの間にて梶川久雄ガバナー補佐、加藤あつこ分区

幹事、成田孝則地区スタッフをお招きし、当クラブから

は菊地富士子会長、山田智博幹事、加藤正広副幹事、

島村恵三会長エレクト、青木恭子副会長の出席で会

長・幹事懇談会が開催されました。懇談会では、アイリ

スへRCへの暖かい御助言と御指導を頂戴致しました。 

クラブ協議会 

 例会終了後の 14:10 より ANA グランコートホテル 

28F クリスタルルームにて梶川久雄ガバナー補佐、加

藤あつこ分区幹事、成田孝則地区スタッフと当クラブの

役員理事と入会３年未満の会員によるクラブ協議会が

開催されました。各委員長からは各委員会の活動状況

の報告がありましたが、これにガバナー補佐、加藤分区

幹事、成田地区スタッフより今後の運営に対するアドバ

イスを頂戴致しました。又クラブ運営についてもご助言

を頂きました。今後の運営の参考にさせて頂きますと共

に感謝申し上げます。 


