
 
 

- 1 - 

２０１９年（令和元年）  ９月１２日  (木 )  晴  第２６６１回（当年度第８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 

東尾張分区ガバナー補佐 

山田 直樹様 

ようこそ江南ロータリー  

  クラブへ！         

貴重な卓話をありがとう 

ございました。      

 

 

国際ロータリー２７６０地区 

東尾張分区副幹事 

仲澤 昌容様 

 

ようこそ江南ロータリー  

 クラブへ！         

 

 

 

国際ロータリー２７６０地区 

地区副幹事 

片平 博己君 

 

いつもご苦労様です！   

  

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！         

ホームページの制作、  

お疲れ様でした。     

 

会長挨拶                    会長 岩田 静夫君 

 
ナゴヤドーム最終戦と銘打ちまして、９月２４日は横

浜ＤēＮＡ戦、９月２５日には東京ヤクルト戦が開催され

ます。この二試合はどちらも５月２８日の長良川球場と７

月５日の浜松球場での主催試合が雨天中止になった振

替日程のものです。特に２５日の最終日には最終戦セ

レモニーとして昨年に続き、監督・コーチ・選手がグラン

ドをまわるという事で、人気があります。２０１７年の最

終戦では二次会と称しまして、ファンがグランドに降りて

参加できるイベントもありました。２０２０年１月２３日のＳ

ＴＳ例会卓話者である株式会社中日ドラゴンズ常務取

締役営業本部長の壁谷浩和様にお会いするために９月

２４日の最終戦の一つ前の試合に行ってまいります。最

終戦ではないことにつきましては事情をお察し下さい。 
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スポーツの競技人口の話です。世界でもっとも多いの

はバスケットで４.５億人、２位はサッカーで２.５億人、３

位以下はクリケット、テニス、ゴルフの６千万人、野球は

３千万人と続くそうです。で、日本はというと、１位はウオ

ーキングで２千万人、２位がボウリング、３位は水泳、ゴ

ルフ、バトミントンで、７位にサッカー、８位に野球で７００

万人と続くそうです。その違いは国土の大きさや集団競

技に対する国民性からくるものなのでしょうか。さて、野

球の話です。野球が意外と人気がないのは、道具にお

金がかかるのも一因と言われます。野球は日本の国技

のように言われていますが、世界的にみるとゴルフと同

様に競技人口の殆どが日本とアメリカで占められている

そうです。その野球ですが今、少子化の６倍から１０倍

のスピードで野球人口が減っているそうです。その中で、

小さな子供がムリをしすぎて手術をしたり、ケガをして野

球を断念することが多いそうです。日本の野球は少年

野球から負けたら終わりのトーナメントが多いためどうし

てもメンバーが固まり、連投や肘、肩の故障も増える。

「勝利至上主義」の弊害ではないかと思われます。又、

少年野球では母親の「お茶当番」が大きな負担となり、

競技人口の減少に歯止めがかけられない状態になって

います。 

ＤēＮＡの筒香選手は言います。「やり方によってはまだ

まだ野球をやりたい子供たちは一杯いて、そうした子供

たちを教える組織や指導者、そして親たちの在り方が問

われている。」と。野球人口の減少の本質はむしろ野球

界の側にあると。大人も子供も頑張りすぎない環境を作

る。野球がスポーツとして、楽しく、そして子供たちの心

身の成長につながるものになること。「勝利至上主義」

を捨てて野球をやる子供たちの笑顔を取り戻したいと。 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  中村 耕司君 

 

祝   福               委員長  松井 智義 

 

出席報告          委員長代理  水野 和吉君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４６名 ３３名  １３名 ７８．２６％ 

 

ニコボックス                    水野 和吉君 

○本日はお世話になります。よろしくお願いします。 

山田 直樹様、仲澤 昌容様、片平 博己君 

○ホームページができてホッとしています。 

       稲熊 茂男様 

○山田直樹ガバナー補佐、片平博己地区副幹事、仲澤

昌容分区副幹事、ようこそ江南ロータリークラブへお

越しくださいました。本日の卓話、よろしくお願い致し

ます。稲熊茂男様、ようこそ江南ロータリークラブへ。

ホームページの件ではお世話になっております。 

岩田 静夫、沢田 昌久、中村 耕司、尾関 育良 各君 

 

○日頃からお世話になっている国際ロータリー第２７６０

地区 東尾張分区 山田直樹ガバナー補佐、仲澤昌容

分区副幹事をお迎えする喜び。よろしくご指導下さい。 

       古田 嘉且君 

○稲熊茂男様、お久しぶりです。ようこそおみえになら

れました。                    早川 一三君 

○本日はガバナー補佐訪問です。 

ガバナー補佐山田直樹様 本日の卓話楽しみにして 

います。  

伊藤 鶴𠮷、倉知 正憲、安藤 喜代司 

杉浦 賢二、松井 智義、波多野 智章、加藤 義晴 

永田 広光、岩田 進市                各君 

 

卓 話 

「ガバナー補佐公式訪問」 

国際ロータリー第２７６０地区 

東尾張分区ガバナー補佐 山田 直樹様 

 
皆様こんにちは。今年度の東尾張分区ガバナー補佐

を務めます山田直樹と申します。宜しくお願い致します。

今年度の RI マローニ会長が掲げられたテーマは「ロー

タリーは世界をつなぐ」です。現在のロータリーに大きな

危機感を持たれていて思い切った改革を実行して１０年

後～２０年後のロータリーを万全なものにしたいという考

えをお持ちです。新しい戦略計画を各クラブで立ち上げ

てクラブを中心にしてより活性化された重点分野を打ち

出して活動することを求められています。 

（１）ロータリーをクラブで成長させること＝会員基盤

を成長させること＝根本から変える時がきている。新し

い会員モデルをつくりロータリー入会への新しい道を開

くことが重要＝効果的な構造をクラブが考えことが必要

です。 

（２）家族の絆をロータリー活動の中で大事にする＝

ロータリー活動と家族との時間が競合しないようにお互

いに補完しあう文化を作っていくことが必要＝地域社会

に貢献したいという若い職業人の現実に目を向けあり

のままにむかいいれるようにすることが必要 

（３）リーダーシップの文化を変え始める＝忙しく仕事

をしているロータリアンもリーダーになれるようにするた

めの道をひらくことが必要 

（４）ロータリーと国連との関係＝充実したものにする

＝共有しているものが多い＝ロータリーは他の組織で

は得られないものを提供している。 

以上の項目の実行により地域社会と深くつながりを

持つことができ、より多様な会員に魅力を感じてもらえ

ることができます。クラブのあり方について会長を中心

にして柔軟性をもって考えてもらい例会の方法や例会



 

- 3 - 

の形を検討してほしいとのことです。こういうマローニ RI

会長のお考えを基に伊藤靖祐ガバナーのお考えをお話

します。RCの今後持続する可能性はその中にどれほど

の知的多様性と革新的柔軟性を包摂できるかに依存す

ると説明されています。従来の RC の既成概念をとりは

らって適応力を高める必要性を説いておられます。もち

ろんただやみくもにルール等を緩やかにしていくという

意味ではなく、各々のクラブのよき伝統、培ってきた信

頼に基づく改革でなければならないことは言うまでもあ

りません。例えば現在東尾張分区のほとんどのクラブ

が例会を１カ月に１回は休みにしておられます。このこ

とがクラブに良い影響を与えているのであればそれでよ

いのです。様々な方法をクラブで考えてくださいとのこと

です。５の中核的価値観（親睦、高潔、多様性、奉仕、リ

ーダーシップ）をベースに知的多様性と革新的柔軟性を

とりいれること。１０年から２０年後を見据えて、つながり

を地域に発展させ職業上のネットワークを広げ、公共イ

メージの向上と共にクラブの在り方をデザインする必要

があると説いておられます。クラブのホームページを戦

略的に見直して戦力になるようにしてください。どのクラ

ブもこれから５０歳未満の会員の入会の促進、女性会

員の入会の促進が不可欠になっています。そのために

は、地域社会により大きなインパクトをもたらす事業を

考えていかなければなりません。地域社会の人々がロ

ータリーの事業に参加してもらうために基盤をひろげな

ければなりませんし参加者の積極的な関わりを促さな

ければなりません。それぞれのクラブの特性にあった方

法を見出して持続的継続的に改革をお願したいと思い

ます。 

その他の活動指針は、ポリオ根絶への貢献、ロータリ

ー賞への挑戦、国際大会への多数の参加、WFF への

積極的な参加を挙げておられます。以上申し上げまし

たがこの年度の貴クラブの大いなる活躍を祈念申し上

げます。微力ではありますが私も皆さんと共に活動して

いきたいと思いますのでお付き合いのほどよろしくお願

いいたします。 

 

【卓話スライド】 
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※卓話 YouTube 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 

 

 

募金にご協力いただきました 

８月に発生しました、九州北部豪雨災害への義援金とし

まして、皆様より募金をいただきました。 

ご協力ありがとうございました。 

 
 

 

第４回クラブ協議会開催 

例会終了後、山田直樹ガバナー補佐、仲澤昌容分区副

幹事、片平博己地区副幹事の同席のもと、第４回クラブ

協議会を開催いたしました。各委員長の報告を受け、ガ

バナー補佐から貴重なご意見を頂くことができました。 
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地区だより 

９月１９日に米山奨学委員長会議がホテルキャッスルプ

ラザで開催され、伊藤靖祐ガバナー、南村朋幸地区幹

事、岩田静夫会長、中村耕司幹事、山田猛君、冨永典

夫君が出席しました。お疲れ様でした。 

 
 

 

同好会活動報告 

和を楽しむ同好会が、９月１５日曼陀羅寺において開催

され、曼陀羅寺の茶会に参加して楽しみました。席主の

近藤道麿さんの話も興味深く聞けました！ 

またの機会に皆様の参加をお待ちしております。 

（暮石哲真） 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

(担当 濱島 聡一朗) 


