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名古屋葵ロータリークラブ

Weekly Report

テーマ／メンバー卓話：丹羽敬三君
■日

時／2010年9月30（木）7：30〜8：30

■場

所／カトリック布池教会内 聖ヨゼフ館

２０１０―１１年度国際ロータリーテーマ

会 長：青木 昭憲
副会長：田中 利幸
幹 事：岡田 浩人
例 会：毎週木曜日
会 場：カトリック布池教会内聖ヨゼフ館
住 所：名古屋市東区葵１―１２―２３
電 話：０５２―９３５―７７９０

地域を育み、大陸をつなぐ

２０１０―１１年度クラブ運営方針
地域を育み、
大陸をつなぐ

「与え続ける心を持とう」

第247回例会（第12回）
例会出席率
今

次回例会案内（第13 回）

回（9/30）

会員数
出席数
欠席数
出席率

前

26名
15名
11名
57.7％

回（9/16）

会員数
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出席率

前 々 回（9/9）

26名
16名
5名
80.8％

会員数
出席数
補填数
出席率

26名
13名
4名
65.4％

■開催日時／2010年10月7日 19:00〜
■開催場所／カトリック布池教会内 聖ヨゼフ館
■テ ー マ／メンバー卓話：加藤寛治郎君

ニ コ ボック ス 報 告

斉唱
ロータリーソング『奉仕の理想』

ビジター紹介
相馬

保之

君（名古屋北ロータリークラブ）

年間予算

前回までの累計

本日

450,000円

74,000円

6,000円

丹羽君

今日は卓話です。よろしくお願いします。

加藤君

本日は丹羽さん卓話よろしくお願いします。
原稿もよろしくお願いします。
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青木昭憲

青木会長より挨拶がありました。

幹事報告

岡田浩人

・9/28（火）9月度理事会が開催されました。
・ロータリークラブ定款変更にともない、クラブ細則・内規
改正について（別紙参照）
・10/14（木）ガバナー補佐訪問
6:50〜7:30 会長・幹事懇談会 7:30〜8:30 例会
8:30〜10:00 クラブ協議会（理事及び入会3年以内の会員）
・10/29（金）ガバナー公式訪問（場所：名古屋東急ホテル）
・11:30〜12:30 会長・幹事懇談会 12:30〜13:30 合同例会
9/30登録締め切り。

山田君

石田さん、前回は司会、御苦労様でした。

粗馬君

いつもお世話になります。11月28日の2760地区の
俳句大会にぜひご参加下さい。

谷口君

阪神もM7全部勝て！

田中君

丹羽さん卓話よろしくお願いします。

委員会報告等
■相馬保之様（名古屋北ロータリークラブ）
地区の俳句大会、皆様お誘いの上ご参加をお願いします。参
加の際の俳句の届け期限が１０月７日で、まだ間に合います。
■クラブ奉仕委員会（石田壽委員長）
去る、
９月２２日、
１８時３０分より加納工務店にてクラブ
奉仕委員会を開催しま した。
主な決定事項を以下、ご報告します。
・クリスマス例会／12月11日 聖ヨゼフ館にて開催
・新年会／1月6日 喜多の湯 香流 にて開催
・出席率向上につき、各委員会にてメークアップのフォロー
よろしくお願いします。
・次回のクラブ奉仕委員会／10月14日 18時30分〜
於加納工務店

卓

話

丹羽敬三君

今月、
９月はＲＩによって定められた「新
世代のための月間（Ｎｅｗ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｓ
Ｍｏｎｔｈ）
」ということで、
前々回、前回はお
二人の地区委員、一回目は当クラブの野村
さんから本年度の地区新世代プログラム
の概要を当クラブが提唱する名古屋名城
ＲＡＣを中心にご紹介いただき、
また、
前回
は名古屋北ＲＣ所属の中村さんから特に
今年の規定審議会で五大奉仕として、いわば格上げとなった
新世代奉仕の理念を中心に大変熱のこもった卓話をいただい
ております。
ところで本年度もクラブ計画書の新世代事業計画の第三項に
「またその経験をクラブにフィードバックし、会員の新世代
プログラムに対する理解を深める」とあります。
本来なら今日の卓話はクラブの新世代として委員長自らお話
いただくところかとも承知しておりましたが、
今期もまだやっ
と３ケ月たったばかりで、名城の「しゃちほこ杯」
「クリパとよ
ばれているクリスマスパーティー」
「世界ローターアクトデイ
に行われるチャリティー」、ほか地区での
「アクターズミーティ
ング」
「年次大会での卒業式」など、メインの行事がこの後にひ
かえているところから来年３月の担当月にそのお話は「お楽し
み」ということで今しばらくお待ちください。
で、
その代役ということで大変荷も重くネタも古くて恐縮です
が、
今日は当クラブの（原則名古屋名城ＲＡＣのＯＢ除く）
ロー
タリー新世代プログラムクラブ第一遭遇者としての立場で、
クラブの目線から、
また当時の新入会員から見た「私の出会った
ロータリー新世代プログラム」というようなお話をさせていた
だきたいと思います。
新世代、
ローターアクトといえば名城ＲＡＣ提唱の合同ＲＡ委
員長まで務められた田中エレクトもいらっしゃるということ
で僭越であることは承知しておりますが、たまたま本年度のお
役ということでお許しを頂きたいと存じます。
またロータリー新世代プログラムといえばどうしてもインター
アクト、
ローターアクト、
ＲＹＬＡ、
青少年交換と常設のプログ
ラムとしてはあるわけですが、
これは常設としてであって、
これ
がすべてではないということは今日の資料をお読みくださり、
できれば危機管理・組織などの詳細も記載されている手続要覧
の原本等もご参照をお願いします。
さて、それでは、早速、本題に入ります。
名城ＲＡＣについてはもう皆様の中ではよくご承知のことばか
りですので当クラブでは、担当者以外には少々なじみの薄い、
インターアクト、
ＲＹＬＡ、
青少年交換に関る行事に参加した際
の印象を中心にお話します。
まずインターアクトについては、
私どもとしては名城ＲＡＣと
関係の深い、桜花学園ＩＡＣと千種高校ＩＡＣは名城の「しゃち
ほこ杯」やクリスマスパーティーで担当であれば一緒に過ごす
機会も多く、何となく雰囲気は比較的なじむものがあります。
が、
この地区では資料にあるように１６クラブが活動しており、
私たちが活動を体感できる場所としては名城ＲＡＣの行事の
他には地区のインターミーティングがあります。私も新世代担
当の時に参加させていただきオーストラリア研修の壮行会や
各クラブの紹介といったとおり一遍のものだけでなく、
ちょう
ど高校の文化祭のように各クラブのブースのようなものがあ
って、日頃の活動がダイレクトに理解できる大変勉強になる催
しでした。
インターアクトというと社会奉仕活動中心というイメージがあ
りましたが豊田高専ＩＡＣなどは、
さすがエンジニアの卵らしい
活動に感心させられた記憶があります。提唱していないロータ
リークラブにも必ず案内は来ているはずなので、
日曜日という

ことで少々大変ですが、機会があれば是非ご参加されると良
いと思います。
ＲＹＬＡについては、当時、クラブ発足直後ということで本当に
何も分からない中、ネットから資料を取り出して、
「新クラブと
はいっても、
それなりにお付き合いができるように」と我なが
ら初々しい気持ちで拙いながらに勉強したことが思い出され
ます。その節には石田さんのご令嬢、
当時の山田初代会長の会
社スタッフの方にご参加いただきました。もちろん私も現場体
験をと２日間、山田会長と全般に亘って参加させていただきま
した。
「百聞は一見にしかず」
「ロータリーは実践哲学」という
先達の言葉を心に刻む機会をいただいたという思い出があり
ます。また、基調講演には大変著名なスピーカーにもお越しい
ただく数少ない地区ガバナー直轄のプログラムであるという
ことも改めてご紹介させていただきます。
青少年交換プログラムは今年度より国際奉仕から新世代奉仕に
移行していますが、手続要覧では以前より新世代のカテゴリー
に含まれているようです。
これも、該当者不在のクラブのメンバーでも参加できる帰国報
告会なる行事が地区で開催されて昨年度、参加させていただき
ました。皆さんも地区大会で見かけるジャケットにピンをいっ
ぱい付けた若い方達が、本当に感性豊かに語る異文化の生活体
験談を聞くことができプログラムの成果を生で感じられる機会
となります。中には私たちにも大変勉強になる内容も多く、
これも１度はご覧頂きたい行事のひとつです。
以上、簡単に私の拙い体験をお話しましたが、
本日１番申し上げ
たかったことは、実は「ロータリーの新世代プログラムとは話
だけではかくも分かりづらいものだ」ということです。これは
私の話が下手だということも大きな原因だと承知しておりま
すが、それでもこの体験・空気感を言葉で語るのは非常に難し
いことと感じております。
こうした思いから当時、皆様、特にこれまで地区ＲＡ委員を経験
された方、
また、
名城のＯＢの方以外の方へはできればおひとり
２年間ずつ、クラブ新世代委員長のご体験をお願いしたいと密
かに思っておりました。今も、当クラブは若いメンバーも多く、
現場体験を通じた共通認識を同じくする仲間を多くすること
により、特に専門性が高いといわれる「新世代奉仕」の今後の
取り組みができれば、またクラブとしての厚みも増していく
のではと感じております。
最後に、クラブとして今後新世代奉仕に関るときの大切な要素
のひとつとして、できるだけ多くのメンバーが現場体験を通じ
た認識を共有し、同じテーブルで話し合いを持てる環境づくり
が大切だということを改めて皆様に申し上げましてクラブ新
世代委員会としての卓話とさせていただきます。
大変、生意気なことを申しました。
「役目」としての発言と、
ご寛
容のお心で、どうかご容赦を願います。
ご清聴、ありがとうございました。

