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2020～2021年度ＲＩテーマ 「ロータリーは機会の扉を開く」 ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 

2020～2021年度名古屋葵ＲＣ運営方針「ワンチームを目指すために語り合おう」 

会長 藤田義明  幹事 加藤久雄 

 

第７０２回（2020～2021年度第１７回）例会 

２０２０（令和２）年１１月２０日（金）  

開催場所 名古屋東急ホテル  担当 役員 

 

１ 点鐘 

 

２ ロータリーソング斉唱 

 

３ ゲスト・ビジターの紹介 

 

４ ニコボックス報告 

 前累計 １８３，０００円  

本日       ０円（ 0 件） 

  累計 １８３，０００円 

  目標 ４５６，０００円（ 40.1％） 

 

５ 出席報告 

（出席数／補填数／会員数 出席率） 

 本 日  ５／５／１９ 52.6％ 

 前 回  ７／４／１９ 57.9％ 

 前々回  ９／２／１９ 57.9％ 

 先 月         55.3％ 

 年 間             ％ 

 

６ 幹事報告 

①理事会予定 

・１２月１５日（火）19：00～ 

 場所：未定 

 担当：会長・幹事 

 

②行事等（参加者敬称略 点鐘予定時間） 

・１１月２４日（火）16：00～ 

 第４回地区社会奉仕委員会 

 場所：ガバナー事務所会議室 

 出席予定：加藤（久） 

 

（加藤幹事） 

 

 

７ 委員会等報告 

・１１月３０日（月）19：00～ 

 クラブ管理委員会 

 場所：もつ鍋 仁 荒畑店 

 

 

８ 会長挨拶 

名古屋葵ロータリークラブ 

直前会長 𠮷田 龍宏君 

 

みなさんこんにちは。名古屋葵ロータリークラ

ブ直前会長の𠮷田です。本来でありましたら、今

年度会長の藤田が皆様にご挨拶させていただく

ところでございますが、やむを得ない事情により、

本日例会に出向くことができません。藤田会長か

ら誠に申し訳ないとのことでございました。代わ

りまして、皆様にご挨拶申し上げます。 

 



今年度当クラブにおいては、藤田会長の『ワン

チームを目指すために語り合おう』のテーマを基

に活動を進めております。当クラブは今年で 16

年になります。昨年度から今年度当初は新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大により、十分に例会

や奉仕活動を行うことができませんでした。今年

度も地区補助金や名古屋市内 25 ロータリークラ

ブ社会奉仕委員長会議の補助金を活用して奉仕

活動を企画しておりましたが、それも 100%行うこ

とは難しい見通しです。地区補助金ではパラリン

ピックの競技であるボッチャを地元である東区

の方に広く知っていただくため、この競技に触れ

る機会を提供することを予定しておりましたが、

現状では人が集まる行事を行うことは難しく、目

的はそのままに内容を修正せざるを得ないと考

えています。こうした状況において、クラブが一

つになって活動するために、クラブメンバーがワ

ンチームになる必要があります。会員相互の語り

合いが多いほどワンチームが成立すると思いま

す。 

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため

の新しい生活様式では密閉、密集、密着を避ける

ことが求められています。人と人の体のソーシャ

ルディスタンスの確保は感染予防のために必要

ですが、こうした時であるからこそ、ロータリア

ン同士の心はより密集・密着していくことが必要

であると考えます。第三波が来ているといわれて

いる中だからこそ、ここにいらっしゃる方、さら

には世界中のロータリアンが気持ちを一つに合

わせて安心で幸福な世界を目指して奉仕に取り

組むことが大切であると思います。 

本日は名古屋北ロータリークラブ様のおかげ

でこうした素晴らしい例会をもつことができま

した。お心配りに深く感謝し、楽しい例会を過ご

したいと思います。本日はよろしくお願いします。 

 

 

 

 

名古屋アイリスロータリークラブ 

会長 青木様 

 

名古屋アイリスロータリークラブ会長の青木

恭子です。今回は合同例会を開く運びとなりまし

て嬉しく存じます。私共クラブ内における活動で

は得られない感覚すなわちロータリアンとして

どのようなセンスを携えることができるのかを

こうして合同例会を持つことによって獲得して

いくことができるのだと思っております。 

申すまでもなく、名古屋アイリスロータリーク

ラブは 2013 年 6月に名古屋北ロータリークラブ

の温かいサポートのもとで誕生致しました。女性

会員の在籍比率が高いことで、日本が目指してお

ります女性活躍社会の先端を担うべく歩みつつ

あるロータリークラブとなっております。戸惑う

ことも多かったと記憶しておりますが、親クラブ

の指導を受けつつ経験深き方々に助けていただ

いた船出でございました。活動の中に位置づけら

れております奉仕活動につきましても、全員のご

理解と手弁当で頑張るぞという気持ちの協力を

得ながら成すことができ、今を迎えることができ

た次第です。 

今年の初めからは新型コロナウイルス感染拡

大のためその防止とクラブメンバーの本業を重

視するということでやむなく前年度下半期は約 3

ヶ月間、今年度は 2 ヶ月間を休会と致しました。

当クラブと致しましては、今年度のスタート時点

で先ずはビジネスファーストを最優先事項と考

え、会員各位の経営者としてのメンタル、フィジ

カル面をサポートするという考えのもと、会長方

針としてあらゆる事に直面した時の対応をも含

め『柔軟性を尊重し活気と充実のアイリスに』と

揚げております。感染者が人口の 1 割‐7.8億人



 

 

 

にもなるという世界的パンデミックのいずれ収

束を迎える将来、直ちに奉仕活動が再開できれば

と前向きな考えを保持できております。 

今年度につきましては、緊急性が求められると

ころや地域を狭め効果的な奉仕活動を実施した

いということを視野に入れ、検討が理事会により

なされております。クラブメンバーに及ぶ範囲に

も限りがありまして遅れはありますが、これまで

に従ってアイリスらしいきめの細かい支援を提

案できればと願っている次第でございます。 

 

 

名古屋北ロータリークラブ 

会長 矢形様 

 

本日は名古屋葵 RC、名古屋アイリス RC との合

同例会です。また中村ガバナー補佐にはお忙し中

ありがとうございます。よろしくお願いいたしま

す。 

中村ガバナー補佐がお越しになっており、名古

屋葵 RC、名古屋アイリス RC の皆さんも参加され

ていますので、少し当クラブの考え方をお話しさ

せていただきたいと思います。 

さて先般、岡部ガバナー、中村ガバナー補佐よ

り 92 点と言う有難い点数をいただきました。何

とか 100点まで持っていけるよう努力していかな

ければなりません。それには私は 3 つの項目を詰

めていきたいと思っています。これは会社経営に

も相通ずるものがあるかもしれません。そんな気

持ちも含めてお話しさせていただきます。 

１.今年度は、岡部ガバナーとそのスタッフが

この地区に訪問していろいろと勉強され、またガ

バナー方針のお願いもしております。先般の

I.D.M.でも地区副幹事のご苦労をお聞きしまし

た。重複しますが、年末までに皆様方からご意見

を聞き、また大島幹事からロータリー活動につい

てのアンケートも実施したいと思っています。こ

の素晴らしいクラブをどうしたら維持できるの

か？さらにパワーアップするには何が必要なの

か？です。 

①今の危険信号を察知する。もしかしたら会員に

不満があるかもしれません。知らない間に退会届

が出されるかもしれません。それを敏感に察知し

ていくのも大事です。 

②病状を察知する。のどが痛いと喉だけ診るのが

西洋医学。体全体を診てどこに原因があるかと追

及するのが東洋医学です。アンケートなどを通じ、

現象の全体を見て判断することも大事です。 

③自己治癒力を活かす。多くの地区副幹事、地区

スタッフが全クラブを訪問し学んでいると思い

ます。結局一番大切なことは自分たちで治す力で

す。それを支えるのが自信だと思います。 

こんな内容を察知し変えなければならない最大

のものは何か。行動なのか、制度なのか、システ

ムなのか。別の言い方をすると、病の原因は何か

ということです。そこへ新しいエンジンを作るこ

とを考えても良いのではないのでしょうか？す

なわち原動力です。 

２.現在動いている親睦活動、クラブ外で動い

ている奉仕活動など、一度委員会ごとで活動の棚

卸をしてみてはいかがでしょうか？もしかする

と委員会に属していても内容が今一つ理解でき

ていない？ただ前からの継続だから動いている

のではないでしょうか？引継ぎやクラブ計画書

などが何年も変わっていない委員会もあります。

是非棚卸して良いことは皆さんで共有化して引

き継ぐ、疑問点など詳しく聞いてみても良いので

はないでしょうか？そんなことする事で皆さん

の理解度も深まるかもしれません。今年度は当ク

ラブから岡部ガバナーが輩出されています。せっ

かくの機会です。ガバナー方針『「行動するロー

タリアン！世界で何かよいことをしよう、

TOGETHER!」-ロータリークラブの奉仕が、世界の



平和につながってゆきます-』地区方針を共有し

てみてはいかがでしょうか？地区方針がきちん

と当クラブで実践されているかどうか、自らの姿

を確認するということです。私たちは出かける前

に鏡の前に立って自分の姿を確認します。それと

同じように今自分は素直な心でいるのかを心の

姿見で見ることは必要ではないでしょうか？ 

３.それを実践するには私は 3 つの心構えが必

要と思います。 

①素直な心で物事を見る（浄化です）。素直な心

になる前の心は、山師的なものが混じっています。

それだと物事の実相が見えてきません。素直な心

になると言うのは不純物をろ過して純粋なもの

にする。やましい心を除去して浄化すれば実相が

見えてきます。 

②現場主義を貫く（宝探しです）。この地区また

は全国のクラブを探していればもっと成功して

いるクラブがあると思います。そういうクラブを

出張の途中でも足を使って訪問し勉強すれば多

く出てくると思います。成功事例を並べてみると

一つの体系ができます。それが宝だと思います。

宝は現場で探さないと見つかりません。このコロ

ナ禍が終息したら全国、全世界のロータリークラ

ブを訪問して宝探しをしてみてはいかがでしょ

うか？ 

③聞き上手に徹する。リーダーは部下の意見にし

っかり耳を傾け魅了するくらいの器量がなくて

はなりません。コラナ禍の中で運営するのは結構

大変です。幹事、委員長の意見をしっかり聞いて

オペレーションしていくと思ったより上手くい

くと感じています。 

お陰様で私が一番勉強させていただいていま

す。是非、こんなエンジンを使って後 8ヶ月衆知

を集め一緒に会員皆さまと一緒に頑張っていき

たいと思っています。さらなるご指導ご鞭撻をお

願いして挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

９ 本日のプログラム 

「I.M.の PR」 

東名古屋分区 中村 公彦ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

10 点鐘 

 

 

 

11 次回例会案内 

・１２月３日（木）19：00～ 

 年次総会 

 場所：カトリック布池協会聖ヨゼフ館 

 

・３月１４日（日） 

 20-21年度地区大会 

 出席登録締切：１１月２６日（木） 

 （出席報告は、事務局までお願いします） 

 

 

 

 



 

 

 

☆ 委員会報告、メーキャップ報告はお早めに 

 

 

 

☆ 今月のお誕生日 

   ２日 小笠原 嘉彦様 

３日 吉村 福修様 

   ７日 野村 尚史様 

   ８日 長田 孝守様 

  １９日 加納 伸康様 

  ２１日 加納 市野様 

 

 


