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２０１９年（令和元年）  ７月１１日  (木 )  雨  第２６５５回（当年度第２回）例会  
               

            
点 鐘                 会長  岩田 静夫君

司 会                  ＳＡＡ  岩田 進市君 

ロータリーソング斉唱      「それでこそロータリー」

四つのテスト斉唱                

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

ゲスト及びビジター紹介   国際ロータリー２７６０地区 

地区スタッフ 

愛知ロータリーE クラブ 

稲熊 茂男様 

 

ようこそ江南ロータリー 

クラブへ！         

 

 

 

 

 

 

会長挨拶                    会長 岩田 静夫君 

 

７月に入り、新入社員研修の時期となり、狭き門を抜

けて入社した新聞社本社社員も記者職員も含め各地に

おいて販売店研修（早朝業務、配達、集金等）を約一ヶ

月間男性女性問わず受けることになっております。その

受入れ販売店に対しての会議に出席する機会がありま

した。冒頭局長より挨拶があり、ここ最近の傾向として

成績で選ぶと全て女性になってしまう、車の免許を持っ

ていない人が増えてきた、労働条件等に関してはっきり

発言をする人が増えてきたという事でした。私も販売店

の二世でしたので昭和の時代に今では死語になりまし

たが「丁稚奉公」で一年間浜松の販売店にてお世話に

なりました。約３０年前の話ですのでいわゆる内飯、内

風呂、空いたお部屋を借りるというそのお店の居心地

の悪い居候のような生活でした。今ではいい思い出で

すが。今現在はそんな事は全くなく、アパートを借り上

げ、休日、年休もある研修だそうです。そんな現在、特

に新聞社の新卒の社員のただ一つの条件は、その販

売店に Wi-Fi 環境があるかどうかだそうです。紙の媒体

で仕事を生業とする者がライバルであるネット環境が第

一条件とはとアナログの幹部社員は嘆いておりました。 

その後、販売店店主と記者採用の新入社員のみの

顔合わせを兼ねた懇親会になると、彼らはこう切り出し

ます。早く署名記事を書いて、Y社・A社に引き抜かれた

いと。帰属意識の欠片もありません。確かに記者という

職業は一匹狼だからかと思っておりますと彼らは言いま

す。理系のもっと優秀な学生は外資系やベンチャー、非

経団連企業に行くと。初任給５００万円で、１０年間据え

置かれる企業、日立・東芝よりソフトバンクだそうです。

年収は平均 1千万円以上、AI（人工知能）の最先端を研

究する事が出来て、そして起業もしやすい。しかし職場

環境は完全実力主義ですが、メガバンクに就職した学

生も「金融のイロハを２，３年学んだら起業する」と豪語

するらしいです。大手メーカーも総合商社も、優秀な学

生にとっては、今は踏み台に過ぎない。彼らが働く場所

を選ぶときに必要なのは、会社の大きさや伝統や初任

給ではない。そこが、自分にとって成長できる場で場で

あることが何より重要であると。面白い仕事と刺激的な
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仲間がいれば、ブランドにはこだわらない。今は資本金

ではなくデータ量、「データ資本主義」であると。 

今時の若者の「面白そう」の感覚が理解できない要

介護集団では若者を引き付ける魅力がないと思い知ら

された一日でした。 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  中村 耕司君 

祝   福              委員長  松井 智義君 

出席報告               委員長  木本 寛君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４６名 ３１名  １５名 ７９．４９％ 

前々回 欠席者７名（６月２７日） 

補正出席率 ８６．８４％ 

ニコボックス                     木本 寛君 

○久しぶりに伺いました。よろしくお願い致します。 

愛知ロータリーE クラブ 稲熊 茂男様 

○地区スタッフ稲熊茂男さん、ようこそ江南ロータリー 

 クラブへお越し下さいました。各委員会委員長の皆様、

１年間お世話になります。また、本日の卓話よろしくお

願い致します。 

岩田 静夫、沢田 昌久、中村 耕司、尾関 育良 各君 

○年間行事計画を発表させていただきます。 

松井 智義君 

○会員選考、職業分類委員会、年間行事計画を発表さ

せていただきます。             片平 博己君 

○本年度、会報・雑誌広報委員長を担当します。 

 年間行事計画を発表します。       暮石 哲真君 

○本日会員増強委員会の年間行事計画を発表させて 

いただきます。よろしくお願い致します。 

濱島 聡一朗君 

○各委員会 年間行事計画発表  

よろしくおねがいします 

尾関 憲市、川崎 良一、松岡 一成、古田 嘉且、 

杉浦 賢二、長瀬 晴義、木本 寛、岩田 進市 各君 

 

卓 話 

「各委員会年間行事計画発表」 

クラブ奉仕委員会 川崎 良一君 

 
当クラブ細則によれば、「クラブ奉仕委員会委員長は、

クラブ奉仕の諸活動全部に対して責任を持ち、かつクラ

ブ奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員

会の仕事を監督、調整する任務を持つものとする。」と

あります。  

ロータリー百科事典によれば、「クラブ奉仕委員会は

企業組織に例えてみますと、職業奉仕・社会奉仕・国際

奉仕、青少年奉仕は、営業を担当する部門であり、クラ

ブ奉仕はその営業部門を支える管理部門に相当すると

言えるのではないでしょうか。企業では営業部門と管理

部門がお互いに支え合いながら、企業としての最大の

成果が得られるように、運営を図って行きますが、ロー

タリークラブにおいても「クラブ奉仕」部門は同じ様な役

割が期待されています。」とあります。 

出席・ニコボックス、親睦活動、会報・広告雑誌、 会

員増強、会員選考・職業分類、Ｒ情報・プログラムの各

委員会と連携を密にし、ロータリー活動の基礎となる例

会を楽しいものとし、親睦を深められるようバックアップ

していきたいと思います。また、各種大会への参加を勧

奨し、当クラブのホームページの見直しにも尽力したい

と考えます。 

クラブ奉仕の各委員会の皆様はじめ、クラブの皆様

方にはお世話になりますが、一年間よろしくお願い申し

上げます。 

出席・ニコボックス委員会 木本 寛君 

 
今年度出席ニコボックス委員長を務めさせていただき

ます木本です。宜しくお願い致します。今年度の変更点

ですが、ニコボックスの規定を少し変えまして、実態に

あった金額を設定するということにしました。もう一点、

会長のご指示で、他のクラブのメーキャップではなく、例

会に全回出席された方に特別表彰をするということにい

たしました。また、長期の欠席をされている会員の方に

できるだけ出席をしていただくよう声かけをするのと、メ

ーキャップの方法を分かりやすくお知らせするようにし

たいと思います。１年間よろしくお願いいたします。 

 

親睦活動委員会 松井 智義君 
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岩田年度の親睦活動委員会の委員長の任をおおせ

つかりました松井です。どうぞ １年よろしくお願い致しま

す。メンバーは副委員長に堀尾庄一君そして猪子明君、

長瀬晴義君、早川一三君の私を含めての５名で１年頑

張って参りますのでよろしくお願いします。 

私としては２回目の親睦委員長と成ります１０年前の

４５周年倉知年度を参考にして１年江南ロータリーを盛

り上げていく覚悟です。ですからいろいろな思考を考え

ていますので楽しみにして下さい！ 

差し詰め決定していますのが１２月１５日ヒルトン名

古屋におきましての年忘れ家族会が決まっています。

催しにつきましては当日迄のお楽しみとさせて戴きたい

と思います。今回のクリスマス会においては私のフラダ

ンスは予定していませんので悪しからず！要望があれ

ば考えますので～。 

親睦家族会に関しては全くの未定で有ります。 

ロータリーの行事が重なり只今執行部と試行錯誤して

思案中ですので決まり次第皆さんに発表したいと考え

ております。 

今年は伊藤靖祐ガバナー年度という事も有り地区出

向者の方々が多いので親睦委員会としては１年江南ロ

ータリークラブを影で盛り上げていく覚悟で有りますの

で皆さん 1 年よろしくお願いします。 

 

会報・広報雑誌委員会 暮石 哲真君 

 
本年度、会報・広報雑誌委員長を仰せつかりました

暮石です。メンバーは、早川君・永田君・濱島君・駒田

君で進めていきますので、１年間宜しくお願いします。 

本年度の事業計画ですが、基本は例年通りの活動と

し、会長・幹事・各委員長・会員の皆様との連携を密に

し、記録と会報の読み易さ、正確さ、及び親しみやすさ

を目指し、ＲＣの発展と親睦に寄与してまいりたいと思

います。 

もっとも重要な活動である会報の発行については、必

要性及び求められる楽しさを考慮し、読み易い内容・ボ

リュームを検討・追求することを主眼としていきます。 

今回の会報をご覧ください。まずヘッダーを見やすく

わかりやすい江南の藤に刷新をしました。また、地区の

活動コーナーを作りクラブの皆様に情報の共有をし、一

体化したクラブ運営に寄与することしました。 

会報に載せる情報があれば連絡いただければと思いま

す。 

会報の発行と卓話の動画配信は、ホームページでの

み行うこととし、今まで会報に明示していたＱＲコードは

管理上も不適当であるので廃止しました。 

もっとたくさんの人にクラブホームページを見てもらう

ため、また会員により見やすいようにするため、今回ホ

ームページの更新をおこないます。愛知ロータリーＥク

ラブの稲熊君の力を借りてなるべく早いアップを目指し

ています。 

若い世代のスマホ活用にも対応したホームページと

し、より身近に感じられるものとしていきます。会報と動

画は、ＱＲ読み取りではなく直接ホームページを見てい

ただくこととなり、スマホでも簡単に見ることが出来るよ

うになります。また、例年のお願いしているとは思います

が、卓話等につきましてはデータ提出をしていただきま

すようご協力お願いいたします。 

最後に、「ロータリーの友」への活動投稿を行い、江

南ロータリーのＰＲに貢献できればと思います。 

何卒、１年間皆様方のご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

会員増強委員会 濱島 聡一朗君 

 
 昨年度に引き続き会員増強委員長を仰せつかりまし

た濱島です。委員会メンバーとしまして、副委員長の駒

田洋平さん、伊藤靖祐さん、近藤道麿さんと共に１年間

活動させて頂きます。よろしくお願いいたします。 

 昨年度は各委員長さんが素晴らしい成果を上げられ

た中で、会員増強委員会は３名の増強が達成できず、

大変悔いが残っております。そんな私ではありますが、

中村幹事よりご指名を頂きましたので、本年度こそは会

員増強３名以上の目標を達成したいと思います。 

 本年度の事業計画を立てるにあたり、地区研修協議

会での内容を何度も見直し、何か参考になるヒントがな

いか？多忙な皆様に受け入れられる手法は何か？また

昨年の活動を振り返ることから様々な問題点を抽出し、

改善策を講じることから始めました。地域の方とつなが

り、それを増強に活かすには何が必要か？今回そこに

もっとも焦点を絞り、本年度はまず江南 RC の輝かしい

年度の到来を広く発信し、周知することを主軸にしまし

た。これまで候補者の方は江南 RC の情報をよく知った

上で入会を検討されていたでしょうか？入会してみたも

のの、思い描いていたものと違ってはいなかったでしょ

うか？私自身も江南の内情をほぼ知らないまま入会を

決断しました。情報を得る術がなかったという方が正し
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いかもしれません。これまでのやり方に比べ、回りくどい

手法だと感じられる方も多いかと思いますが、ロータリ

ーを認識していなかった方にも、改めて江南RCをよく知

っていただくことで、多少でも興味を持ち、前向きな気持

ちで勧誘に応じていただきたいとの期待を込めての方

針です。会からの予算をいただきまして、昨年度末から

早川さんのお力添えのもと、少しずつ勧誘ツールを作成

してきましたので、こちらは８月のクラブフォーラムで詳

しく発表させていただきます。クラブのアピールに関しま

して、会報・広報雑誌委員として、暮石委員長と江南 RC

のホームページの刷新にも携わらせていただいており

ます。これらの宣伝効果が、どの程度の即効性がある

かは現時点ではわかりませんが、長い目で見て必ず江

南 RC の活性化をもたらすと期待しております。 

 本年度は多忙を極める１年であり、メンバーの皆様が

勧誘まで余裕を持って取り組むことが非常に難しい日

々になるかと思います。更なるお願いを申し上げにくい

ことは重々承知の上ではありますが、新たな会員増強

の手法をご理解いただき、ご協力を賜りますよう何卒よ

ろしくお願いいたします。 

 

会員選考・職業分類委員会 片平 博己君 

 
本来この委員会の役割は、増強委員会から入会候

補者が上がって来た際、その方が「人格的に職業上及

び社会的地位並びに一般的な適格性を徹底的に調査」

して理事会に報告すること。職業分類の調査、特に未

充填の職業について会員増強委員会と連携をしながら

増強に努めることであると理解しております。 

ロータリークラブのメンバーとして、ふさわしい方を増

やしていくよう努力していくことに何の異論もありません。

ただ、その役割を担う単独の委員会が必要なのか検討

することも必要ではないでしょうか？選考については、

現実として、紹介者、増強委員会、幹事等で既に人物

の確認はされており、２回の理事会承認、メンバー全員

への文書での最終確認がされて入会が決定されますの

で、十分選考の仕組みができております。また、職業分

類についても、2019 年規定審議会で「職業分類の制限

を廃止する件」が承認され、職業分類については、制度

としては残るものの、現実的に同一の職業分類の会員

数の制限がなくなるわけで、あえて、委員会として確認

すべきことでもないと思います。   

とにかく会員を増やしさえすればよいと考えている方

はいないでしょう。紹介者がしっかり紹介するに足る人

物として推薦し、多くの目で確認し、歓迎して迎え入れ、

その後にオリエンテーションや研修をしっかり行うことで

本物のロータリーメンバーになっていくと思います。 

 

R 情報・プログラム委員会 猪子 明君 

 
今年度ロータリー情報・プログラム委員会 委員長 

猪子 明です。副委員長 古田嘉且君、委員として、波

多野智章君、尾関育良副幹事のメンバーで活動してい

きます。一年間よろしくお願いいたします。 

江南ロータリークラブの細則を見ますと、「当委員会

は、会員候補者にロータリークラブ会員の特典と責務に

関する情報を提供し、会員にあらゆるレベルのロータリ

ーの歴史、網領、活動に関する情報を提供し、入会して

から最初の１年間、新会員のオリエンテーションを監督

するものとする。また、本クラブの例会および臨時の会

合にためのプログラムを準備し、手配しなければならな

い。」とあります。今年の当委員会活動としては、R 情報

のクラブフォーラムの手法と内容について月一回程度、

例会内の委員会報告時に３分程度でテーマを決めて解

説させていただきます。新入会員のオリエンテーション

は例会時に隣の席にて随時行います。また、５５周年事

業の担当は、創立５５周年記念例会です。２０２０年５月

１７日(日)名古屋マリオットアソシアホテルにて開催を予

定しております。皆様出席お願いいたします。 

 

無任所理事 倉知 正憲君 
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岩田静男会長の強い要望により、江南ロータリークラ

ブではおそらく初となる無任所理事を引き受けることに

なりました。私自身クラブ在籍２５年になりますが、これ

まで記憶にはありません。 

国際ロータリー２７６０地区のガバナーとして、当クラ

ブから伊藤靖祐さんを輩出するにあたり、クラブメンバ

ーも多数地区へ出向することになりました。かく言う私も

会計長という役職をお引き受けしております。岩田会長

の願いは、地区出向者と彼らを支えるクラブメンバーと

の橋渡しをして欲しいということに尽きると思います。私

にそのような大役が務まるかどうか、自信はありません

が日頃より親しくしている岩田会長の要望を、無碍に断

る勇気を持ち合わせておりませんでした。常日頃から風

通しの良い江南ロータリークラブの現状を思いますと、

会長が懸念されるようなことが生じないとは思いますが、

双方の有する情報をお互いに共有できるように、微力な

がら心がけていきたいと思います。 

何をおいても、岩田静夫会長年度と伊藤靖祐ガバナ

ー年度が大きなトラブルに遭遇することもなく、粛々と所

定の行事を消化していくことを願うばかりであります。メ

ンバー一人ひとりが心を合わせて、クラブ全体がスキル

アップできる絶好の機会として、これから１年間を有効

に活用できるように、皆様のご協力をこの場をお借りし

てお願いする次第であります。 

 

 

※卓話 You tube 動画 

今年度からＨＰでの公開のみとしています。 

詳しくは、広報まで連絡ください。 

 

 

点鐘                    会長  岩田 静夫君 

 

地区だより 

写真等ございましたら、広報までお知らせください。 

 

江南市長表敬訪問 

７月８日に伊藤靖祐ガバナーをはじめ、江南ロータリー

クラブから南村地区幹事、岩田会長、中村幹事、倉知

正憲君、堀尾庄一君が澤田和延市長を表敬訪問し、中

日新聞と尾北ホームニュースに記事が掲載されました。 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (担当 濱島 聡一朗) 


