なりました。ディスカッション形式・ワークショップ形式で
行ってほしいと要請がありましたが、日本人には急に言
われてもうまく対応できかねるのではとのことで会員増
強委員会では今年は Q＆A 形式で座学にて行いまし
た。３つの委員会の役割であるそれぞれ「人・お金・情
報」を連携するということについてのお話であります。他
の委員会と合同会議をし、他の委員会のことを知ること、
または自分の委員会の活動範囲を広げたりすることや、
またロータリアンでない方と様々な活動を通じて交流す
ることによりロータリーを知っていただくこと。それは会
員増強につながっていくとわけでございます。後程藤
谷委員長より詳しくお話しいただけるかと思います。どう
ぞよろしくお願いします。
「SHO TIME」 ロサンジェルス・エンジェルスの大谷
翔平が、11 月 19 日アメリカンリーグの MVP に選ばれま
した。30 人の記者全員により満場一致で 1 位に選ばれ
二刀流スターである大谷選手が史上 19 人目となる栄
誉を獲得しました。8 イニング投げぬいてホームランを
打って盗塁して、また打球速度が 191.5.ｋｍ越えという
前例のない歴史的なシーズンでした。29 日は年間で最
も活躍した指名打者に贈られる「エドガー。マルティネ
ス賞」に輝きました。大谷翔平投手は日本ハム前監督
の栗山英樹監督と出会い二刀流プレイヤーを目指すこ
と決めた日から MVP への道が開かれたと思います。彼
は時間をかけて経験を積みメジャーに対応する体づく
りをベストにすること没頭されてます。彼の持ち合わせ
た能力や精神そしてあの笑顔に惹かれます。そしてま
だまだ上を目指せるという期待感もすべてが魅力です。
これからも活躍楽しみにしてます。

第 385 回 例会
2021 年 12 月 1 日 13:00～
■司
会
■斉
唱
■出席報告

相京正子 例会・出席・親睦委員
君が代、奉仕の理想
出席者数
14 名 / 27 名
出 席 率 51.85 %

■ゲ ス ト
■ビジター

ニコボックス
〇 菊地富士子 会長
本日は前年度決算報告、次年度の理事役員の
選出の年次総会です。宜しくお願い致します。
〇 安井忠 ロータリー財団委員長
今日も元気です。ボールペンが書けません。
〇 荒山久美 米山記念奨学委員長
前年度の決算総会です。宜しくお願い致しま
す。
〇 深見和久 例会運営委員長
本日は鬼龍院正子さんの初めての司会です！
慎重かつ大胆な司会をお楽しみください。
正子ガンバレー！
12 月度 誕生日お祝い
10 日
22 日

安井嗣博さん
生田瀬津子さん

12 日

菊地富士子さん

会 長 挨 拶

委員会報告(1)

皆さん、こんにちは。本日は第
385 回例会です。皆様ご出席あり
がとうございます。新型コロナの新
たな変異ウィルス「オミクロン株」感
染者が日本で確認されました。ど
のような影響を与えるのかまだわか
っておりませんので しばらくは注
意した行動をしてまいりましょう。
29 日クラブ活性化セミナーに地区会員増強委員とし
て、藤谷クラブ戦略委員長とともに出席してまいりました。
クラブ活性化セミナーとは、公共イメージ・ロータリー財
団・会員増強の 3 つの地区委員会が連携し活性化を目
的とするためのセミナーです。これは国際ロータリーが
指令し開催されるセミナーであり今年が初めての開催と

【クラブ活性化セミナー】
公共イメージ向上委員会、クラ
ブ戦略委員会委員長の藤谷です。
１１月２９日、午後１３時より東急
ホテルで開催されました「クラブ活
性化セミナー」に参加して参りまし
たので、そのご報告を申し上げま
す。沓名ガバナーの地区方針に
「クラブの発展なくしてロータリーの発展なし」という言葉
があります。クラブに元気がなければ、ロータリーは活
気がなくなります。ロータリーはクラブが素です。様々な
行事があり、積極的に奉仕活動をし、楽しくなる例会こ
そ、会員もロータリー活動に励むのではないでしょうか。
クラブ活性化セミナーは元気なクラブを作るために、
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すべきことを学ぶセミナーです。昨年度より始まったクラ
ブ活性化セミナーですが、本来はワークショップ形式で
ディスカッションし、色々な意見を聞きながら勉強するも
のでしたが、今回はコロナの関係で、セミナー形式で行
われることになりました。少し驚いたのですが、このセミ
ナーは地区で考案されたものではなく RI（国際ロータリ
ー）からの指示であり、世界中で開催されていると聞い
ております。
RI（国際ロータリー）には４つの優先事項があります。
それは会員増強、社会奉仕、公共イメージ向上、ロータ
リー財団の４つです。なぜ、これらが優先されるかという
と過去のロータリークラブはステイタスであり親睦が中心
という内向きのものでした。しかし、ガバナー方針にもあ
るように、現在ではチェンジロータリーを唱え、外向きに
変化しようとしています。「より奉仕ができるロータリーク
ラブに」をモットーに変わろうという事です。具体的には、
ロータリー財団を使い、内向きの奉仕であった親睦から、
外向きの奉仕である社会奉仕に力を注いで行きます。
次に、これまでは隠匿を積むことが大切と考えられてい
ましたが、公共イメージ向上委員会による広報活動を
通じてロータリーの存在や社会奉仕の実態を社会に認
知してもらいます。社会に認知が進めば、ロータリアン
でなくても地域の方々が社会奉仕に参加して頂けるケ
ースも出てくかもしれません。そして、ロータリーの存在
と意義が社会に理解されれば、会員増強委員会による
増強も大きく進みます。
財団の資金で、社会奉仕を行い、それを公共イメー
ジがＰＲし、社会的意義を感じた人が会員増強によりロ
ータリアンになる。会員が増え、共に目標を立てた社会
奉仕を積極的に行い、やりがいのある活気のあるクラブ
に成長するサイクルが出来上がります。こうしたクラブ活
性化を実現するために、このセミナーでは、公共イメー
ジ向上、ロータリー財団、会員増強のそれぞれにパート
を分け、それぞれの使命と意義、手法を学びました。最
後に「ロータリアンとしての誇りを高めるために」というテ
ーマでもお話を頂きました。
沓名ガバナー、村井地区研修リーダー、各ガバナー
補佐をはじめ多くの地区委員、各クラブの会長、幹事、
戦略委員長など総勢約２５０名という力の入ったセミナ
ーでした。
このセミナーの内容は充実しており、あっという間に
終わりの時間がやってきました。今回は、ロータリーの
成り立ちを改めて学び、これからのロータリーの進む道
を思い直す良い一日となりました。
以上で報告を終わります。
ありがとうございました。

となっているようですが、奉仕活動については色々と模
索して行動に移しているようですので、ロータリアンの
協力も継続が必要と感じました。毎月 2 回の例会で場
所替え、品替え実施しているようですので、一度も参加
したことのない会員はトライしていただきたく思います。
【米山奨学委員長会議】
荒山久美 米山記念奨学委員長
11 月 19 日（金）メルパルクにてクラブ米山奨学委員
長会議が開催されましたので出席してまいりました。第
一部ではガバナーの挨拶に始まり米山奨学会の現状と
委員会の役割についてレクチャーがありました。第二部
ではかつて米山奨学生だった学友の総会があり活動
報告とアジア地域に広がっている奨学生のネットワーク
などの紹介がありました。ボルジド会員は優秀な元奨学
生でロータリアンになったひとりであり日本のロータリー
独自の奉仕活動は今も引き継がれております。来週の
卓話を聴いていただいてまた奉仕活動の素晴らしさを
知っていただきたいです。今年度の奨学生の張愛玲さ
んはコロナの影響で一度も例会に招待することが出来
ませんでした。カウンセラーの落合さんを通じて連絡は
とれますので、菊地年度中にどこかで招待したいと考え
ております。

前期決算報告
ただいまより、2020－21 年度名古
屋アイリス RC の決算総会を開催致
します。
休会を除いた会員数 2７名、本日
出席会員１４名、出席率５１．８５％
で本総会は必要な人数を満たし成
立すると判断致します。青木直前会
長が欠席ということでこの総会の議
長も荒山が務めさせていただきます。
青木年度はコロナウィルス感染者増加のもとで何も
かも予定通りに事が進まず、また当クラブは会員の健
康第一とビジネスファーストを前面に押し出し「嫌なもの
は嫌」というスタンスを崩さずにおりましたので、結果的
に名古屋大学小児科病棟への社会奉仕活動のみが目
立った活動となりました。休会に伴い、例会費の削減は
いち早く実施しまして何とか会員の大量流出を防止し
て東名古屋分区では小さいながら評価されました。今
年度の菊地年度も引き続きコロナウィルスの影響が残
っておりますが、次年度の島村年度はアイリス創立 10
周年を迎えることから、大きな節目の前に経費節約年
度となったことは殆ど何も出来なかった直前幹事として
今年度、次年度に繋げられたように感じます。
本日の会議の目的としては、配布しました資料にてこ
れから会計担当の岡本支店長よりご説明をいただくこと
にします。有料の委員長会議、IM 登録費など開催が一
旦決行のあと、中止になったりしまして、私の指示、依
頼不足で 2 度振り込んでしまったり、返金があったりで
岡本支店長を混乱させてしまいました。この場をお借り
してお詫び申し上げます。それでは決算書のご説明を
お願い致します。

委員会報告 (２)（３）
【青少年奉仕委員長会議】
青少年奉仕プロジェクト 荒山久美
副委員長
11 月 11 日（木）メルパルクにて
開催された第 2 回合同ローターアク
ト委員会に出席してまいりました。8
クラブで提唱している名城ローター
アクトクラブは会員数の減少が課題
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（ここで岡本聡哉会計委員から
2020～2021 年度決算報告を頂きま
した。）
ご質問のある会員はどうぞ。ご異
議ございませんか？ 無いようでした
ら出席会員の拍手にて賛同をお願
い申し上げます。ありがとうございま
した。これで 2020－21 年度名古屋
アイリス RC の決算は承認されました。
以上をもちまして本総会を閉会と致します。皆様のご
協力で無事に終了できました。誠にありがとうございま
した。

クラブ年次総会
山田幹事より会員数 ２7 名、出席
14 名アイリスＲＣ細則第５条第２節に
より、会員の３分の１の出席により本総
会が成立するとの総会成立宣言によ
りクラブ年次総会が開催されました。
その後、議長指名された菊池会長
より議案である 2022～2023 年度 名
古屋アイリスロータリークラブ理事及び役員選出の件が
検討されました。その結果、賛成多数により理事会案に
決定致しました。続いて会長予定者の島村恵三さんが
欠席の為、幹事予定者の加藤正広さんからご挨拶を頂
きました。

第２７６０地区ホームページに
ガバナー公式訪問報告が掲載されました。
2021 年 10 月 27 日(水)ANA クラウンプラザホテル グ
ランコート名古屋 7 階「ザ・グランコート」に於いて、
RI2760 地区ガバナー沓名俊裕 様, 地区幹事 細井
英治 様,地区幹事 本間育子様をお迎えし、名古屋北
RC、名古屋葵 RC、名古屋アイリス RC との 3 クラブ合
同のガバナー公式訪問が開催されました。
例会に先立ち開催された会長・幹事懇談会では各ク
ラブの現状や活動状況、会員増強などをお伝えするこ
とができました。またご有意義なご意見、ご指導を頂き
大変参考になりました。
次に開催されました 3RC 合同例会では、名古屋北
RC、名古屋葵 RC、名古屋アイリス RC の各会長から挨
拶があり、今後のクラブ発展の方策やコロナ禍での活
動、今年度のテーマと地区方針の実行に掛ける意気込
みが伝わってきました。その後、沓名ガバナーより今、
そして未来のために、直面している 2 つの危機を乗り越
えるべく「コロナゼロ・カーボンゼロ」の重要性をご説明
頂きました。これからもクラブ全員で地区方針の意義を
理解し活動を深めて参ります。
沓名ガバナーの御指導に感謝申し上げます。

第２７６０地区のホームページに名古屋アイリスロータ
リークラブのガバナー公式訪問の報告が掲載されまし
た。URL は下記の通りです。
https://www.rotary2760.org/g21-22/report/houmon/
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