今年のＲＩの方針である「DEI の推進 多様性である
DIVERSITY 公平さ EQULTY 開放性 INCLUSION」
を取り入れたクラブ運営が求められております。アメリカ
の企業では各社さん SDGs と同様、DEI を積極的に取
り入れているそうです。
公平とは能力や貧富の差に応じて適切な扱いをする
こと。
（例）
・働き者の社員は給料を高くして、怠け者の社員の給
料は低くする
・映画館などで「大人」「学生」「こども」の料金を別にす
る
・所得税や相続税の累進課税制度
平等とは、差別や偏りがなく、一様に扱うこと。
（例）
・受験料を払えば誰でも受けれる大学受験
・日常的に流れている時間
公平は、異なる能力を持つ者を別々に扱いますが、
平等は異なる能力を持つもの全てに同等に扱います。
例えば、バスの座席を誰でも平等に座っていいとすると、
元気な人が席を埋め尽くして妊婦さんや足を骨折して
いる人が立っていたとしても誰も文句が言えなくなりま
す。なぜなら、座る権利がだれに対しても平等だからで
す。一方、公平の観点からみれば、立てる能力がある
者、つまり健康で体力のある人が立つべきで、そうでな
い人が優先的に座るべきとなります。
インクルージョンとダイバシティ。「多様な人々が互い
に個性を認め、一体感を持って行動ができる状態」ダイ
バシティ（多様性）には「多様なバックグラウンドを持つ
個人が、組織の中にいる」という意味があります。
また、それを更に発展させて「個人のバックグラウンド
を認め、シナジーに繋げている」段階まで突き進めるの
が「インクルージョン」というイメージです。
本年度アイリスは DEI をとりいえながらクラブの活性
化に繋げていきたいと思います。

第 409 回 例会
2022 年 7 月 13 日 13:00～
■司
会
■斉
唱
■出席報告

荒山久美 例会・出席・親睦委員長
我らの生業
出席者数
12 名 / 26 名
出 席 率 46.20 %

■ゲ ス ト
■ビジター

ニコボックス
〇 島村恵三 会長
安部元総理、心より哀悼の意を表します。
安らかにお眠りください。
〇 加藤正広 幹事
本日の卓話、各委員長の方針発表宜しくお願
い致します。
〇 安井忠 ロータリー財団委員長
大切な人が亡くなりました。残念。
会 長 挨 拶
みなさん こんにちは。
前回の例会で本年度が無事スタ
ートを切れ、離陸できましたことを
改めてお礼申し上げます。先週金
曜日に北ＲＣの例会に加藤幹事と
お邪魔してきました。その日の昼
に安倍元総理が銃撃にあったとい
う一報が飛び込んできました。北Ｒ
Ｃ例会の前、その話題でもちきり
でした。２日後の参院選、もともと与党圧勝と伝えられて
おりましたが、この事が自民党の票に大きく影響したこ
とは否定できないと思います。そして、金曜日の１６時
から１９時まで地区活性化セミナーへ荒山さんと出席し
て参りました。その日の１７時に死亡されたとの一報が
入り、活性化セミナーの会場もざわついておりました。
安倍元総理が亡くなったので活性化セミナーは中止に
なるのかなという思いがよぎりましたが、しっかりと３時間
開催されました。途中、ワークショップも開催され、非常
に勉強になりました。各クラブさん、例会の在り方、女性
会員の増やし方、退会防止等、同じような事で悩まれて
いると知り、アイリスだけの問題ではないと感じた次第で
す。

幹事報告
皆さんこんにちは、まず先週行われました第 1 回の
理事会についてご報告致します。審議事項と致しまし
て、コロナ禍で退会されました岩田広樹君が復帰した
いという事で、理事会の承認がおりました。業績も戻り
安定したという事で有ります。これに付きまして、問題が
有る方は一週間以内に私加藤迄ご連絡をお願い致し
ます。無ければ、次の例会から復帰と致します。
そして、お願い事が御座います。先週皆様にお届け
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したクラブ計画書ですが、1 点間違いが有り差替えをお
願いしたいのです。差替え資料は 4 枚です。間違いは
お名前の漢字を間違えました。（久留宮康子⇒恭子）
お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。先週
お持ちになっていない方は、本日の資料は差し替えて
あります。それでは、本日の例会ですが、各委員長に
今年度の委員長方針を 3 分間にて発表して頂きますの
で、宜しくお願い致します。
また、来週の例会７月 20 日㈬は、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。
そして次の 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。
8 月 3 日水曜日の例会は、新入会員の坂口忠正さん
の自己紹介卓話です。楽しみにしております。そして 8
月 10 日・17 日は、お盆休みの為休会です。間違って
来られない様にして下さい。次の 8 月 24 日水曜日は、
松尾 聡さん。翌 31 日㈬の卓話は久留宮恭子さんの
卓話です。新入会員の方の自己紹介卓話が続きます
ので楽しみにして頂ければと思います。
以上、本日の幹事報告でした、有難う御座います。

ブに対する地域社会での認識を高めてゆく方策を見出
し実行して行きます。まもなく機器等の準備が完了しま
すので Instagram や Twitter など Web での発信も始め
ます。
皆さん、google で検索ワードを入力すると頻度の高
い検索ワードが一時的に表示される事をご存知かと思
います。ロータリークラブと入力すると「気持ち悪い」とか
「金持ち」とかのワードが上位に表示されます。この検
索ワードは、google で検索するときに入力された頻度
の高い単語という事です。つまり世間の多くの方々は、
ロータリーに対してこんな検索を行っているという事で
す。明らかにロータリークラブに対する認識が誤って伝
わっています。最近では、週刊誌やネットで騒がれる事
件を起こしたクラブもあります。こうした中で、私たちの
確かな社会奉仕活動をはじめとした活動内容を社会に
伝えてゆく大切さを痛感せずにはいられません。微力
ながら本来のロータリークラブの存在意義を社会に伝
えて行けるよう努力する所存です。
次にクラブ戦略委員会ですが、このアイリスの最近の
傾向として会員数の減少とロータリークラブの正しい知
識の欠如があります。そして出席率の低下も著しい傾
向を見せています。どれもクラブの存続と拡張の障害に
なるものばかりです。
今年度は、１０周年という節目の年であります。会長・
幹事経験者の知識や経験、会員増強委員会のお力も
借り、会員増強に励み、正しいロータリーの知識を伝え
る仕組みを作ることで高潔な会員を一人、二人と増やし
て行けたらと思います。
いよいよ１０周年がやってきます。皆さん、この１０周
年にふさわしいクラブに出来ます様、力を合わせて頑
張りましょう。以上、委員会報告とさせて頂きます。
ありがとうございました。

委員会報告
【会場監督 久留宮恭子 委員長】
久留宮委員長から今年度の方針
発表がありました。

① 例会運営委員と共に、楽しい中にも秩序正しく、気
品と風紀を守った例会が、円滑に運営されるように
努める。
② 例会運営委員と共に、例会開始 5 分前に会員の
円滑な入場を促す。
③ 例会運営委員と連携しスピーチ（発言・卓話）中の
私語など、例会中のマナー違反があれば注意す
る。
④ 10 周年特別委員会と連携し、式典をスムーズに開
催できるよう努める

【奉仕プロジェクト（職業・社会・国
際） 岩崎幸弘 委員長】
岩崎委員長より職業・社会・国際
奉仕の今年度方針の発表がありまし
た。
職業奉仕
① 職場訪問を計画する。
② 10 月ないし 3 月に職業奉仕に関する卓話を実施
する。
③ 地区から開催案内のある職業奉仕委員長会議に
出席する。
④ アイリス創立 10 周年記念事業に協力する。
社会奉仕
① 地区から開催案内のある社会奉仕委員長会議に
出席する。
② 社会奉仕活動、助成対象先を研究する。
③ アイリス創立 10 周年記念事業に協力する。
国際奉仕
① ロータリー財団の補助金活動の事業を学ぶ。
② 地区から開催案内のある国際奉仕委員会議に出
席をする。

【公共イメージ向上委員会 藤谷猛 委員長】
みなさん、こんにちは。
「公共イメージ向上委員会」そし
て「クラブ戦略委員会」委員長の藤
谷です。両委員会の今年度の方針
を発表させて頂きます。方針そのも
のは、クラブ計画書の P27 と P29 を
ご覧頂ければと思います。まず公共
イメージ向上委員会についてです。
公共イメージ向上委員会の主た
る役目は、ロータリーの公共イメージを高め、世間に伝
える事であります。その中で、このアイリスロータリークラ
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③ RI 国際大会への理解を進める。
④ 国際奉仕に関する情報を収集する。
⑤ アイリス創立 10 周年記念事業に協力する。

③
④
⑤

【ロータリー財団 安井忠 委員長】
安井委員長よりロータリー財団の今
年度方針の今年表がありました。

⑥
⑦

ロ）と増員５名を達成し、４０名体制を早期に実現で
きるよう全会員で努力する。
入会候補者をクラブ負担で例会に臨席して頂く。
入会候補者の選考を行い、理事会へ報告する。
クラブ戦略委員長と共に新入会員の研修、及び会
員の退会防止に当たる。
地区へ毎月中旬までに会員増減報告をする（所定
の書式に記入して返信）。
アイリス創立 10 周年記念事業に協力する。
【クラブ１０周年記念事業 荒山久美
委員長】

① これまでの実現された活動を紹介し、財団の活動
を共有・理解を深め、財団の使命を知りクラブ内で
の活動を高める。
② 財 の補助金や活動について情報を提供し、参加
を促す。
③ 寄付に対する会員のモチベーションを高める。
④ ロータリー補助金へのクラブの参加資格を得るた
めに補助金管理セミナーに出席する(または長エレ
クトと相談して代表出席者を決める)。
⑤ 補助金の参加資格認定手続きを監督すると共に、
委員会と協力して、ロータリー補助金を活用したプ
ロジェクトを企画・立案する。
⑥ アイリス創立 10 周年に感謝し記念事業に協力す
る。

今年度、当クラブは１０周年を迎えま
す。荒山委員長には１０周年記念事
業の方針を発表して頂きました。
① アイリスの特色を生かした周年行事を計画する。
② 例年実施する社会奉仕事業のほかに記念行事と
して追加の社会奉仕活動を模索する。
③ 他クラブが実施した周年行事を研究してクラブ内
で議論し、記念行事及び奉仕活動を決定して実行
に移す。
④ 奉仕プロジェクト以外では、クラブ管理運営及び会
計担当理事とも話し合い、例会場である ANA クラ
ウンプラザホテルグランコート名古屋で実施予定の
「クラブ創立 10 周年記念式典・祝賀会」を成功さ
せる。

【米山記念奨学 澤田直美 委員
長】

クラブ活性化セミナーについて

澤田委員長から今年度の方針発
表がありました。

【荒山久美 １０周年特別委員長】
７月８日（金）16：00 から開催されました地区主催の「ク
ラブ活性化セミナー」に私と島村会長で参加してきまし
た。当日は、篭橋ガバナーなどの挨拶の後、９０分にわ
たるグループディスカッションが行われました。主なテ
ーマは①地域社会に役立つクラブ ②変化に対応でき
るクラブ ③魅力的なクラブ でした。これを目指して参
加者全員で話し合いました。多数のクラブで話し合った
ことで参考になる事も多々あり、クラブでも卓話でお話
しできたらと思います。

① 米 記念奨学月間である 10 月に会員の勉強を兼
ねた卓話を実施する。
② 個人寄付を募り、米山功労者を当クラブから多く輩
出できるように努力する。
③ 地区から開催案内のある米山奨学委員長会議に
出席する。
④ 委員長だけでなく担当委員にも積極的に活動に参
加してもらい、優秀な留学生を支援する重要性を
理解。
⑤ アイリス創立 10 周年記念事業に協力する。

第 410 回 例会
(親睦夜間例会)
2022 年 7 月 20 日 18:30～

【会員増強 菊地富士子 委員長】

ANA クラウンホテルグランコート名古屋 29 階の中
国料理「花梨」にて親睦夜間例会が開催されました。
当日は、２９階の窓から名古屋港の花火も見え美し
い景色の中での楽しい時間を過ごすことが出来まし
た。以前、会員であった岩田さんの参加もあり、懐か
しい話で皆さん盛り上がっていました。これを機会に
岩田さんが再入会を検討され、歓迎のムードの中、
楽しい会もお開きとなりました。皆さん、お疲れ様で
した。

菊地委員長から今年度の方針発
表がありました。菊地委員長は地区
の会員増強委員会にも出向して頂
いております。

① アイリスＲＣに相応しい新入会員の勧誘を全会員
に督励する。
② 本年度の目標である現状維持率１００％（退会者ゼ
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