島村会長、加藤幹事どうぞ宜しくお願い致しま
す。
〇 須賀祐介 例会運営委委員
島村会長、加藤幹事、新たな船出頑張って下
さい。なかなか出席できない事が多く申し訳あり
ません。今年度は頑張ります。
〇 松尾聡 会計
この度入会させて頂く事になりました。宜しくお
願い致します
〇 久留宮恭子 例会運営員
どうぞ宜しくお願い致します

第 408 回 例会
2022 年 7 月 6 日 13:00～
■司
会
■斉
唱
■出席報告

荒山久美 例会・出席・親睦委員長
君が代、我らの生業
出席者数
18 名 / 27 名
出 席 率 62.06 %

■ゲ ス ト
■ビジター

名古屋北 RC、パストガバナー、当クラ
ブ名誉会員 田嶋好博様
名古屋北 RC、当クラブ名誉会員 水
野吉紹様

7 月度 誕生日お祝い

ニコボックス

7日
19 日
30 日

〇 パストガバナー・名古屋北 RC 田嶋好博様
新年度おめでとうございます。
〇 名古屋北 RC・名誉会員 水野吉紹様
島村会長、加藤幹事 １０周年度頑張って下さ
い。
〇 島村恵三 会長
一年、よろしくお願い致します
〇 加藤正広 幹事
当クラブ名誉会員の田嶋様、水野様、本日は
お越し頂きありがとうございます。松尾さん、久
留宮さんご入会おめでとうございます。島村飛
行船のフライトがスタートです。大きく羽ばたけ
ます様どうぞ一年宜しくお願い致します。追記と
して今月お誕生日です。１０年前は５７歳でし
た...。
〇 安井忠 ロータリー財団委員長
アイリスロータリークラブ設立１０周年目を迎えま
す。島村会長、加藤幹、事楽しい一年にして下
さい。頑張れ！そして田嶋パストガバナー様、
北ロータリー水野様、いつもご指導頂きありがと
うございます。
〇 荒山久美 例会運営委員長
新年度、島村会長年度が始まりました。一年間
よろしくお願い致します。
〇 藤谷猛 クラブ戦略委員長
いよいよ１０周年を迎える年度となりました。ここ
で原点を振り返り、よりよいくらぶになりよう島村
会長、加藤幹事と共にみなさん頑張りましょう。

青木恭子さん
鈴田正道さん
加藤正広さん

18 日
23 日

松尾 聡さん
鬼頭容子さん

パストエンブレム授与式
島村会長より菊地直前会長にパストエンブレムの授
与が行われました。

新入会員 自己紹介
この度、入会されました松尾聡様と久留宮恭子さまよ
り自己紹介とご挨拶を頂戴致しました。
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乾

来永劫続くとは思うな。変化し、進化し続ける。アイリス
ＲＣはそうあるべきだと思います。
アイリスＲＣも今年で１０年目になりました。創立当初
３３名でスタートし、ピークの時は４０名を超えるまで会
員数を増やすことができましたが、今年は２８名からの
スタートとなりました。こういう社会情勢でありますから、
会員増強も難しい時ではありますが、１０年を節目とし
て会員の拡大に努力して参ります。
１０年前の設立の時、ロータリーのことなど何も知らな
いまま、ここグランコートに連れて来られ、大変緊張した
ことをよく覚えております。水野さんに毎例会ロータリー
について詳しく教えていただき、メンバー３３名の出席
率もすごくよかったと覚えています。ただ、年を重ねるご
とに段々と手の抜きどころもわかり、出席率も下がってき
ました。本年度は例会の出席率も上がるように、みなさ
んが例会を楽しんで頂けるような工夫もして行きたいと
思います。
今は亡き、浦野特別代表も「ロータリーは例会が基本」
とおっしゃっていました。私は例会が好きです。例会そ
のものより、例会でメンバーのみなさんとお会いできる
のが楽しみなのです。例会が始まるとなかなかおしゃべ
りできないので、なるべく早めに来てメンバー雑談する
のが楽しみなのです。別の言い方をすると、例会に来る
目的はメンバーに合うことで、例会はその為の手段であ
ると言っていいぐらいです。
新入会員の久留宮さん、ぜひロータリーを楽しんで
下さい。わからないところがあれば、遠慮なしに何でも
聞いて下さい。誰に聞けばいいかすぐお教えいたしま
す。ここにいる坂口さんも数か月前に入会したばかりで
すが、立ち振る舞いはチャーターメンバーのようで、す
っかりアイリスに馴染んでいらっしゃいます。例会を休
むと損をしますよ。休んだ時に限って非常にためになる、
おもしろい卓話があったりして。
本年度ＲＩ会長はカナダのウィンザーローズランドＲＣ
所属のジェニファーＥ・ジョーンズさんです。テーマは
「イマジンロータリー」です。ＲＩの基本方針は「ＤＥＩ推進
を基本に」多様性（Diversity）、公平さ（Equity）、開放性
（Inclusion）です。
そして本年度ガバナーは名古屋中ＲＣ所属 カゴハ
シ ヨシヒサ さんです。地区方針は、「未来を描こう 笑
顔でつなごう 一人一人のチャレンジを力に！」変化に
対応できるクラブを目指してです。
東名古屋分区ガバナー補佐は名古屋千種ＲＣ所属
イケモリ ヨシユキ さんです。
して本年度アイリスロータリークラブの方針はちょっと
無理して一歩を踏み出し、１０年後のアイリスを創造し
独自性を発揮して活動しようにさせて頂きました。「ちょ
っと無理して一歩を踏み出し」は、まさしく私自身のこと
でありまして、会長とか理事長という役職は私の性に合
ってなく、お受けするつもりはまったくございませんでし
た。歴代会長の皆様からも背中を押してもらい、加藤さ
んには幹事は俺に任せろと言っていただき、今ここに
立っています。
１年後、勇気を振り絞って会長を受けてよかったと思
えるよう頑張って参ります。そしてメンバーの皆さんにも
会長をやる時が巡ってくると思いますが、ちょっと無理

杯

菊地富士子直前会長のご発声により島村年度の前
途を祝し、乾杯が行なわれました。シャンパンはホテル
グランコート名古屋久留宮様からのご厚意によるもので
した。久留宮様、ありがとうございました。

会長挨拶
みなさん、こんにちは。本年度、
最初の例会です。本年度２０２２－
２３ アイリスＲＣの会長を拝命いた
しました島村です。みなさん、どう
ぞ１年間よろしくお願い申し上げま
す。北ＲＣ田島当クラブ名誉会員、
同じく北ＲＣ水野名誉会員、本日
は例会にご臨席賜り誠にありがとう
ございます。昨年度の菊池会長、
山田幹事、たいへんお疲れ様でした。
コロナ禍の中、例会も開催できず、地区行事も中止
になり、難しいクラブ運営だったのではないでしょうか。
そんな中、菊池会長の類まれなリーダーシップでアイリ
スをまとめあげ、また会長でありながら地区会員増強委
員会にも出向され、そのうえ仕事では新しい事業を立
ち上げられ、どんな状況でも前向きに乗り越えて結果
につなげるそのバイタリティーには感服いたします。そ
の上、容姿端麗、頭脳明晰…。
さて、これから長い１年が始まるわけで身の引き締ま
る思いであります。ただ、正直に申し上げますともう半
分終わったなという感じがしております。会長の話を頂
戴したのが昨年の８月頃でした。それから１２月の総会
に向けて、加藤幹事長と組閣人事に着手。１０月、１１
月エレクト研修。そして３月から理事予定者会議の開催、
そして藤谷さんの協力のもと、クラブ計画書の作成と準
備万端整い、本日を迎えることができました。
ここ最近、コロナが増加傾向にあり、まだまだ油断は
できません。また、ロシアによるウクライナ侵攻でエネル
ギー価格の上昇、食料品の相次ぐ値上げ、電力不足、
急激な円安、異例の速さでの梅雨明け等、各企業の業
績にも影響を及ぼしています。不安材料ばかりの昨今
ではありますが、柔軟に対応してクラブを運営して参り
たいと思います。
ダーウィンの言葉で「生き残る種とは最も強いもので
はない。最も知的なものでもない。それは変化に最も適
応したものである」という格言があります。私は会社でも
よく社員にこの格言を引用して話します。今の状況が未

2

して一歩を踏み出し、是非前向きにお受けいただけれ
ばと思います。他ではなかなか経験できることではない
と思います。ロータリーならではと思います
本年度、６月７日に名古屋アイリスＲＣ１０周年記念式
典がございます。記念事業につきましては、荒山１０周
年特別委員長を中心に計画を進めたいと考えておりま
す。毎年、社会奉仕事業として名大附属病院小児科病
棟へ支援を行っております。１０周年記念事業もその方
向で検討をしておりますが、まだ内容等については白
紙の状態であります。何かいいアイデアがあれば、是非
ご提案頂ければと思います。
式典の後は他クラブ様にお越し頂き、懇親会を開催
いたします。アイリスメンバー総出で最高のおもてなし
でお迎えしたいと考えております。
６月７日は万難を排して参加して頂きますよう、お願
い致します。

拶でもお話をしましたが、ここ RC は同じ会費で皆さん
が募っています。という事は、お客様は誰一人いないと
いう事で有ります。アイリスと言う飛行船に皆で乗り、各
ポジションを全うしながら前に飛んでいると思います、よ
うするに、全員が乗務員なのです。会長は機長であり、
幹事は操縦士と思っています。乗務員を安全にそして
快適にする為に、色々な指示をして上手に操縦しなく
てはなりません。副操縦士・客室乗務員など色々な場
所での活躍を潤滑に行えるようにしなくてはいけないと
考えます。色々無理難題をお願いすると思いますが、
どうかこの一年宜しくお願い致します。
では、本年度島村機長を最高のキャプテンにする為
に、操縦士として何をしたら良いかという事をお話ししま
す。
①10 周年記念式典・祝賀会を大成功にする為に、10
周年特別委員長の荒山さんと島村会長と、まだコロナ
禍の中では有りますが、しっかり密になって一代イベン
トを作り上げる事であります。素晴らしい思い出に残る
式典・祝賀会にさせて頂きます。
②例会については、理事会でしっかり揉んで、沢山の
方に出席して頂けるよう、楽しい思い出に残る例会を開
催します。
③幹事として沢山の連絡やメールに対して、的確な処
理を行い間違いのない様にします。
④資料等の書類に対し、不備や間違をしない様にもし
ます。
⑤島村会長と共にすべての例会や会議そして懇親会
に出席するようにします。
⑥各委員会がスムーズに活動が出来るよう、一緒にな
って協力をします。
⑦最後に会員拡大です、これは今後アイリス RC の存
続の為にも、必ずしなくてはならないと考えています。
皆さんのご協力を頂き一緒になって動いていきます。
以上、全て島村機長を素晴らしいキャプテンにする
為に、徹底してまいります、皆様のご協力を宜しくお願
いを致します。
それでは、新しいクラブ計画書の説明をさせて頂きま
す。先ほど、島村会長が説明された所は、割愛致しま
す。Ｐ21 理事役員委員会名簿であります。人数が少な
いので色々なお役が被っておられますが、まず、例会
運営・出席親睦委員会です、これは要の委員会であり
ます。荒山委員長・澤田副委員長の手足となって、坂
口さんはじめ委員の皆さんといっしょになってご協力と
お手伝いをお願いします。そして松尾さんには会計も
お願いします。初めてで大変かとは思いますが、間違
いの無いよう宜しくお願い致します。
次に、公共イメージ向上委員会は、毎年お願いをし
ております藤谷委員長です。本当にここは藤谷委員長
無くしては出来ない事ですが、副委員長の岩崎さん委
員の小島さんと上手く分け合って宜しくお願い致します。
そして、奉仕プロジェクトの深見委員長・岩崎委員長
におかれましては、対外的な行事が多くなりますので、
副委員長と委員の方でタックを組み上手くこなして頂け
ればと思います。
先ほども言いましたが、会員増強委員会菊地委員長
初め青木さん・綿貫さんと組んで会員増強にまい進し

幹事報告
皆さんこんにちは、退会・入会・休会の方を改めてご
報告致します。前期 6 月 30 日付けで退会者 3 名 野
田陽子さん・岡本聡哉さん・相京正子さんです。野田陽
子さんはご高齢の為、岡本聡哉さんは栄転の為、相京
正子さんは転勤の為です。今期７月１日付けで休会者
2 名 昨年度に引き続き鬼頭容子さん、竹内祐子さん、
鬼頭容子さんはお仕事多忙の為、竹内祐子さんはお
母様介護の為です。
そして、先ほど入会式をしましたが、改めて今年度入
会されました。蒲郡信用金庫東郊通支店長の岡本さん
の代わりに松尾 聡さん・相京さんの代わりに、株式会
社ホテルグランコート名古屋セールス＆マーケティング
部 部長兼マーケティング担当支配人久留宮恭子さん
です。
それと、本日例会終了後に第一回理事会を開催致
します。理事役員の方はご出席をお願い致します。
それから来週の例会ですが、各委員長に今年度の
委員長方針を発表して頂きますので、クラブ計画書を
参考に、ご準備を宜しくお願い致します。
今月は、あと 2 回の例会です。７月 20 日㈬再来週
ですが、親睦夜間例会となっております。場所はここ
ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋 29F 中
国料理 花梨にて 18 時より行います。沢山のご参加を
お待ちしております。そして 7 月 27 日㈬は、休会です
のでお間違えの無いよう宜しくお願い致します。
以上、本日の幹事報告でした、有難う御座います。

幹事あいさつ
皆さんこんにちは、本年度 2 回目
の幹事を仰せつかりました加藤です。
これから一年間、どうぞよろしくお願
い致します。
本年度は、アイリス RC の 10 周年
記念式典・祝賀会が御座います。ま
ず、これを必ず成功裏にする為に邁
進したいと思います。その為には、
何をするべきかを徹底的に追及し、節目として思い出
に残る活動をしたいと考えております。初めての幹事挨
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て頂きたいと思います。
他、委員会に付きましても、ダブりの方が色々おられ
ます、その辺も委員長・副委員長と一緒になって、皆で
仲良く協力しながら素晴らしい対応をお願いします。よ
って、どこかで委員会を開催して頂き、内容を委員長か
ら私幹事へご報告を頂けますと、大変操縦士としては
やりやすいです。是非、委員会を宜しくお願い致します。
時間が有りますので、Ｐ24・25 ページの行事予定表
を参照し内容を説明します。一番重要な日は、5 月 17
日㈬第 444 回の 10 周年記念式典・祝賀会です。この
日は全員参加にてご協力をお願い致します。あと、2 月
28 日㈫の東名古屋分区の IM です、これも全員登録と
なっておりますので、名古屋東急ホテルへご集合下さ
い。
続いて、ガバナー補佐訪問 10 月 12 日㈬です。例会
終了後 14：10～15：30 まで協議会があります、各委員
長におかれましてはご参加を宜しくお願い致します。そ
して、ガバナー公式訪問が 10 月 27 日㈭19：00～20：
00 名古屋東急ホテルにて開催されます。ホストは葵 RC
との合同夜間例会になります。こちらも沢山のご参加を
お願い致します。あと、地区大会が 10 月 12 日 13 日国
際展示場で開催されます。6RC 合同例会が 3 月 15 日
㈬名古屋東急ホテルにて名北 RC のホストで行われま
す。また、3RC 合同例会が 4 月 28 日㈮名古屋東急ホ
テルにて北 RC のホストで行われます。
最後に親睦夜間例会が、本年度は 6 回も有ります。
決して会長・幹事がお酒好きの為では有りませんが、二
人とも宴席は大好きです。その中でクリスマス家族忘年
会を 12 月 21 日㈬ここ ANA クラウンプラザホテルグラン
コート名古屋にて 18 時から行います。コロナ禍が収ま
っていれば久しぶりに盛大に行いたいと思います。ご
家族を含め沢山のご参加を宜しくお願い致します。以
上、本年度の主な行事をご説明しました。
結びになりますが、島村会長方針から、ちょっと無理
して一歩踏み出し、10 年後のアイリスを創造し、独自性
を発揮して活動をする礎として、この節目の年に将来を
見据えたフライトが出来ますように、どうか一年、ご指導
ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
以上、本年度幹事の方針とさせて頂きます。ご清聴
有難う御座いました。

様のご協力をお願い致します。
今年度も新型コロナ禍の抑え込みに向けて努力して
いますが、まだまだ、終息には程遠い状況が続いてい
ます。私達の取り巻く社会環境が刻一刻と変化しており、
これに対応することがより一層求められています。ロー
タリークラブの更なる活性化を進め、高みを目指し、より
インパクトのある活動を展開しなければならないと考え
ます。
先ずは、ロータリアン一人一人が未来を描き、躊躇せ
ずチャレンジする行動が必要となってきます。まさに、ロ
ータリアンの資質が問われています。良き時代の奉仕
活動を学び、現在の状況を認識し、未来を設計(描く)し
ましょう。ロータリーは、今や地域社会や国際社会にお
いて必要不可欠な存在となり、その役割の必要性が増
しています。このため、より革新的かつ柔軟な活動体制
を構築していく必要があります。ロータリーの更なる地
位向上を目指し、問題を克服し進化しなければなりま
せん。
さて、今年度は、女性会長が誕生した記念すべき年
度であります。RI 会長ジェニファー・ジョーンズさんは、
“私たちがベストを尽くせる世界を。想像してみてくださ
い”と我々に問いかけています。『イマジン・ロータリー』
であります。ここでの「想像」とは、ロータリーの変革の時
代に入り、「未来を設計すること」と解釈できます。
今こそ、『D E I』をロータリーの基本的理念として活動
するときです。これは、全ての人にロータリー活動の機
会を与えるとともに、全てのロータリアンが世界平和を
目指し、社会・組織の中で必要とされ、且つ尊敬・尊重
される活動人であることです。
ロータリークラブは、多様な会員を有しており、その会
員一人一人が意識を持って実践すれば、「目的意識と
熱意が生み出され、クラブの魅力をさらに向上させられ
る」と強く信じています。
そのためには、多様性、インクルージョンについて考
えなければなりません。外国人経営者、女性経営者、
女性管理職の人口も増え続け労働環境も変化してきて
います。まさに変革の時代の到来です。「D E I」を取り
入れ、みんなで活動を進めていきましょう。
奉仕活動の本質は笑顔にあると私は思っています。
私たち自身が笑顔を忘れず、一人でも多くの人達を笑
顔にしていく事が大切です。ロータリーがこれまで蓄積
してきた実績を踏まえ、さらに多くの笑顔に溢れた未来
を実現していきましょう。
また、重点分野に環境分野が加わり、益々、環境分
野の重要性が増して参りました。環境問題は、私達の
日常生活に悪影響を与えると同時に、将来を担う子供
たちのかけがえのない未来を奪うものであると理解して
いなければなりません。私たちの出来ることから取り組
みを始めましょう。
今後、国際ロータリー第 2760 地区の更なる発展に向
け、邁進する所存です。一年間、皆様のご協力をどうぞ
よろしくお願いいたします。

【ガバナーメッセージ】
国際ロータリー第 2760 地区
2022-23 年度ガバナー
名古屋中ロータリークラブ所属 篭橋 美久

い よ いよ 、 新し いロ
ータリー年度が始まり
ます。ガバナー補佐、
地区 研 修リ ーダ ー、
地区委員会委員長、
地区幹事スタッフの
皆様 と 共 に、 そ れぞ
れのクラブ運営に寄
与すべく 努力し てい
きたいと思います。皆

(引用：国際ロータリー第 2760 地区 HP ２２－２３ ガ
バナー月信より)
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