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２０２２年（令和４年）５月２６日 (木 )  曇り  第２７２７回（当年度第２３回）例会  
 
            

点 鐘                副会長  猪子 明 君 

司 会                 ＳＡＡ  堀尾 庄一君 

ロータリーソング斉唱            「我等の生業」 

四つのテスト唱和             三輪 慎一郎君 

－ 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 

 

副会長挨拶 

 
                      副会長 猪子 明君 

 

長瀬会長がお休みなので､副会長の猪子が代理で

ご挨拶させていただきます。本日の例会は、地区研修・

協議会報告２回目です。１回目は２週前に行われまし

たが、なぜ連続で開催されないかというと、先週は創立

記念例会で５/２２のある週で行う慣例があるのからで、

先週は５７周年を祝う例会を午後六時より味の魚仙に

て行われました。多くのメンバーに出席いただきお祝い

していただきました。その例会の二時間前に、すいとぴ

あ江南にて植樹式を沢田市長、佐々木すいとぴあ館長

と江南ロータリークラブ１６名のメンバーにて執り行いま

した。この植樹は、沓名ガバナーのカーボンゼロ支援

の一環として２７６０地区全クラブにて行われている事

業です。そこで、この日を迎えるまでの経緯を副会長の

立場からお話ししたいと思います。そもそもこの事業の

正式な依頼が事務局に届いたのは１１月中旬で、市役

所に正当なルートで依頼をしてもこちらの都合で５月ま

でにできるのかどうかということもあり、１２月に入り執

行部で協議した時も、地区の事業なので伊藤パストガ

バナーに頭を下げて江南幼稚園の敷地内に植樹させ

てもらう意見もありました。しかし、１２/２１市役所にて

プロジェクター寄贈式にて執行部で市長にお会いでき

る機会があり、セレモニーが終わった後の懇談の席で、

永田幹事がカーボンゼロ植樹の依頼を直談判して、ス

ムーズに事が進んで、５/１９を迎えることができました。

植樹式当日の永田幹事のセレモニー司会進行が非常

に滑らかだったのは言うまでもありません。名幹事であ

ると思います。本年度は、本日を入れて残り５回の例会

となりました。執行部にて、つつがなく執り行いたいと思

っております。個人的ではありますが、私が次年度の

立場でこの後発表がありますので、宜しくお願いします。

以上挨拶とさせていただきます。 

 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  永田 広光君 

 

出席報告               委員  佐藤 弘夫君 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

４７名 ３３名 １４名 ７８．５７％ 

 

ニコボックス               委員  佐藤 弘夫君          

○本日の卓話は地区研修・協議会報告の続編です。次

年度の各委員長さん、よろしくお願い致します。５／２２

の親睦家族旅行では富田委員長はじめ、親睦活動委

員会の皆様、大変お世話になりました。 

長瀬 晴義、猪子 明、永田 広光、濱島 聡一朗 

各君 

○本日、地区研修・協議会報告させていただきます。 

                          片平 博己君 
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○本日、卓話を担当させて頂きます。また、弊社の周年

事業を PR させて頂きます。 

                           南村 朋幸君 

○久々に３連発の祝福をいただきありがとうござます。 

                           加藤 義晴君 

○誕生日を迎える事が出来ました。 

ありがとうございます。 

                           早川 一三君 

○本日、卓話をさせて頂きます。 

                         伊藤 かね子君 

○地区研修・協議会報告 よろしくお願いいたします。 

松岡 一成、庄田 元久、冨永 典夫、岩田 静夫、 

中村 耕司、富田 清孝、木本 寛、岩田 進市 

                               各君 

卓 話 

 
次年度 ＳＡＡ 片平 博己君 

 

 まず最初に、当日出席できませんでしたが、副ＳＡＡ例

会運営委員長の中村さんが、記録、写真、録音までして

提供いただきました。感謝しつつ私のほうから報告いた

します。第２分科会のテーマは「魅力あるクラブ運営を

考える」です。クラブ運営に対する視点も多岐にわたり

ますので、私からは例会運営についての内容について

報告いたします。つまり「魅力ある例会運営を考える」と

いうことになります。神野パストガバナーも次年度はクラ

ブのＳＡＡをされるとのことでスピーチのポイントは、下

記のとおりです。ずっと同じやり方が悪い、古いというこ

とではなく時代にあった例会運営か検討してみる。その

ためにビジター訪問して他クラブからヒントをもらおう。

会長が例会の最高責任者。会長は、会長挨拶に命を懸

けて欲しい。例会の魅力の要なのだから。ベテランも新

会員も公平に扱うこと。DEI の行動規範は、ロータリアン

が目指す行動規範である。D（Diversity）多様性・E

（Equity）公平さ・I（Inclusion）包括性・クラブ例会回数も

減り、出席義務も緩やかになったが、「規律ある和気藹

々と交流が図れる例会」を目指す。早川次期地区会員

増強委員からは、下記の通り。ロータリーIQ（ロータリー

知識の習熟度）で会員を差別してはいけない。例会場で

そのようなことがあると新入会員は疎外感を持ち退会に

つながる。適度な役割を与えるべき。照井次期地区研

修委員長からは、下記の通り。会長挨拶より先に声を

出すのは、ＳＡＡ。しっかり整えてから声を出して、命懸

けの会長挨拶につなげること。無理して普段使わないよ

うな敬語はやめる、身内のメンバーに「様」をつけるのは

仰々しい。「君」でも良いが古い感じがするので「さん」で

良いのでは。クラブの例会にこうあるべきというものは

ありません。コロナ禍で例会の開催がままならない時期

が続きましたが、以前のようにまずは、当たり前のよう

に例会が開催され、生活の一部となり、楽しみにしてい

ただけるような例会にしていきたいと思いました。例会

運営委員長の中村さんがいろいろ企画を考えていただ

いているようで、ＳＡＡの私は、規律を保ちつつそれらが

円滑に機能するよう運営してまいりたいと思います。 

 

 

卓 話 

 
次年度 クラブ管理運営常任委員長 岩田 静夫君 

 

次年度クラブ管理運営常任委員長として第２分科会

テーマ「魅力あるクラブ運営を考える」に出席してまいり

ました。次期地区副幹事の塩谷和久氏の開会挨拶のあ

と、リーダー挨拶として次期地区研修実行委員長照井

栞氏は「ロータリーにおいて返事は、はい。YES。喜ん

で。」だけであるとの深い話。続いて「クラブの魅力アッ

プのために」というテーマで第２地域ロータリーコーディ

ネーター補佐であるＰＤＧの神野重行氏より先ほどの

「はい。YES。喜んで。」付け加えて「今は待ってました。」

と言いましょうという禅問答のようなお話。そして、例会

の始まりである会長挨拶は会員の貴重な時間を頂くの

であるから非常に大切な時間であるし、命がけで取り組

んでくださいとのお話でした。次にクラブにおける会員研

修というテーマで地区研修委員長であられる当江南クラ

ブの古田嘉且君より「新会員教育・ロータリー情報・ロー

タリーの友・地区情勢」についてお話がありました。最後

に「例会と新会員」というテーマで次期会員増強委員の

早川和男氏より新会員は新会員に推薦されたのだから

能力はある。入会後に馴染めないのは発揮される場所

をクラブで設定していないのではないか、放置している

のではないか。その様なことがないかチェックして頂き

たいとの事でした。以上のような事を現在の江南クラブ

としてどう捉えるのか、どの様にして解釈し取り入れる

のか、会員の皆様とこの一年取り組んでいきたいと思い

ます。 
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卓 話 

 
次年度 公共イメージ向上常任委員長 猪子 明君 

 

私は、次年度公共イメージ向上常任委員長を務めさ

せていただく立場として、第三分科会に、次年度会報委

員長の北畑祐二君と二人で「公共イメージを図ろう」とい

うテーマにて、研修させていただきました。まずは、堀尾

明史地区公共イメージ向上委員長より話をいただきまし

た。ロータリークラブの認知度は、ユニセフ８８％、ライオ

ンズクラブ７４％に次いでの三番目５７％であることでし

た。また、ロータリークラブを何で知ったか？という問い

には、友人・知人がダントツで、テレビ・新聞が半分であ

り、ロータリークラブのホームページは非常に少ないと

いう状況でした。よって、公共イメージと認知度の向上と

しては、会員基盤の強化・会員増強し、クラブの活性化

を常とし、奉仕活動を地域社会にアピールが大切と訴

えておられました。そのためには、メンバー個々には、

Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙの登録・活用が大切であり、クラブは、独自

のホームページの活用を促進することです。マスメディ

アに対する情報発信として例として、カーボンゼロ植樹

の話題として、名古屋２６クラブ合同にて平和公園での

植樹をＣＢＣテレビがニュース枠で取り上げられ、他クラ

ブには各新聞社の記事を紹介いただきました。２７６０

地区として、ＳＮＳ・ホームページ・アプリを活用したいの

で各クラブの奉仕活動の情報を知らしてほしいとのこと

でした。次に、児玉憲之副委員長より「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙの登

録・活用」の話がありました。Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙは、ロータリー

の活動や地区・クラブ運営に必要な情報やデータを随

時入手できる便利なシステムツールであり、登録方法も

簡単で、その会場で画面を通じて教えていただきました。

５／２４現在の２７６０地区メンバーの登録率は４４.２％、

江南ロータリークラブの登録率は、５０％です。来月の

理事会でご承認いただければ、１０月の例会に公共イメ

ージ向上のクラブフォーラムをいただきますので、その

時間にＭｙ Ｒｏｔａｒｙについて理解していきたいと考えて

います。次に、稲熊茂男副委員長より地区のアプリとＳ

ＮＳの活用について、実際にライブでＩｎｓｔａｇｒａｍにあげ

ての説明やＭｙ Ｒｏｔａｒｙの内容について画面を見なが

ら説明いただきました。最後に、水野順也委員より各ク

ラブへの取材報告と、尾本和弘ロータリーの友代表委

員よりロータリーの友投稿のお願いがあり、池森由幸ガ

バナー補佐のまとめで終わりました。次年度公共イメー

ジ向上委員会の活動に有益な分科会でした。 

卓 話 

 
入会３年目未満会員 伊藤 かね子君 

 

入会３年目の卓話と言う事で、何を話したらいいのか

分からずつたない話ですみませんがよろしくお願いしま

す。もともと主人が生前ロータリークラブに在籍し色々と

お世話になったり、堀尾様と生年月日が一緒という奇縁

で是非入会をと言われ何もしなくてもいいからご飯を食

べるだけだよと言われました。そんなこんなで早や３年

が過ぎようとしています。おまけにコロナ禍で休会とか

行事の中止で１/３くらいは参加していない形であっとい

う間の３年です。本当に何もせず、ご飯を食べてお話を

聞いていただけです。ごめんなさい。女性がなかなか入

会されないのは女性の経営者も多くみえるのですが、

家事やら会社の事やら子供達の世話とか日々多忙で

社会活動まで手が届かないのが現状かと思います。当

店でも８割以上が女性で色々な職場で活躍してもらって

います。女性の職人さんもたくさんみえます。製菓学校

出身の人もいますが、ほとんど主婦ばかりです。主力は

女性でもっていると言っても過言ではありません。なか

には気難しいお客様も丁寧にやり取りしている店の人と

かは感心しています。日頃からの生活が身についてい

るのですね。ロータリーの会員の方も奥様に支えてもら

っている人がほとんどかと思います。中には２４時間ご

一緒の方もみえますよね。是非、奥様方にも色々な形

でねぎらっていただきたいと思います。もちろん日々そう

されている人ばかりと信じていますが。ですから「今日

はランチだからね」とか「ちょっとお茶してきます」「旅行

するからね」とか大目にみてください。息抜きは必要で

す。その中の会話から会員を増やすヒントが産まれるの

ではないかと思うのですが。「こんな事やっているんだよ」

「少しの時間で社会貢献が出来るんだよ」とか積極的に

勧誘していただければと思います。実際は「えっ～」とか

惹かれるのですが一度興味をもたれたらお試し参加と

かもあるのでお誘いをしてみてください。 
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卓 話 

 
次年度 副会長 南村 朋幸君 

 

去る２０２２年４月１７日、国際ロータリー２０２２－２３

年度地区研修・協議会に行ってまいりました。私は次年

度クラブ副会長を仰せつかっておりますが、地区の財務

委員会委員長及び防災対策委員会の副委員長を仰せ

つかっている関係で地区マターにて第１分科会を受講し

てまいりました。第１分科会は受講対象者がもっとも多く、

内容そのものについては既に充分にお話し頂いている

ので、私は敢えて印象に残った言葉をご紹介させて頂

こうと思います。その言葉は次期ガバナー補佐の豊田

東ロータリークラブの澤田文雄さんのまとめのお話の中

にありました。まずは最初に、クラブ会長はスタート時に

はあまり前を見過ぎず足元をしっかり見ながら進んでほ

しい、というお話がありました。私なりに解釈すれば、理

想を高くし過ぎて前のめりになってしまい、やがてはバ

ランスを崩して“つんのめり転倒”してしまうより、基本に

立ち返り無理をせず確実に一歩を踏み出すことが大事

というメッセージを受け止めました。また、澤田さんはク

ラブが楽しくなるような仕掛けを作ってほしいという話を

オリンピックになぞらえ、アスリートよりも聖火ランナーを

イメージしてやって欲しいという言葉で言われていました。

聖火ランナーのように短い距離を笑顔で周りに手を振り

ながらゆっくり走る、決してアスリートではない緩やかな

そんな姿が会長始め執行部の雰囲気としてクラブに伝

播していけば自ずとクラブの雰囲気が明るく楽しいカラ

ーになるはずだという教えでした。私も次年度執行部の

一人としてこの言葉を胸にゆっくり走っていきたいと思い

ます。 

 

点 鐘                  副会長 猪子 明君 

 

本日の食事 

 

報 告 

去る５月２６日（木）に名古屋東急ホテルにて 

現・次期会長 幹事会が行われました。 

 
会議の様子 

 

 
本年度 幹事 永田 広光君 

 

 
次年度 会長 冨永 典夫君（写真右） 

次年度 幹事 岩田 進市君（写真左） 

 

 

去る５月３１日（火）に名古屋東急ホテルにて 

ヒューストンガバナーナイト inＪＡＰＡＮが行われました。 

 
会場の様子 
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会場を盛り上げました！ 南村 朋幸君 

 

 

去る６月４日（土）にザ・コンダーハウスにて 

新会員歓迎会が行われました。 

 

 
 

 
 

 
 

 
左から山﨑君夫妻、長瀬会長、田岡君、横山君 

 
集合写真 

 

 

写真等がございましたら広報までお知らせください 

 

（担当 北畑 祐二） 

 


