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第８７１ 回 例会Ｎｏ．１０ 平成 ２５年９月１２日（木） 晴

ガバナー補佐訪問

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「我等の生業」

■ 出席報告 会員４３名中３１名出席

■ 出席率

■ 修正出席率
■ スピーカー

■ ゲスト

７９.４９％   出席計算人数３９名

８月２９日  ９４.７４％

ガバナー補佐 川原弘久様

地区スタッフ 平田兼久様

分区幹事 松尾雄二郎様

分区副幹事 和田直美様

田島さんゲスト 田中如以様

会長挨拶               

皆さん、こんにちは。

本日はガバナー補佐訪問例会です。

川原弘久ガバナー補佐、平田兼久西名古屋分区担当ス

タッフ（西尾 RC）、松尾雄二郎分区幹事、和田直美分区

副幹事には、ようこそ御訪問を頂き心より御歓迎申し上

げます。

先ほど私と、加藤幹事は、１１：３０ ～１２：１５まで川原

ガバナー補佐、松尾幹事、和田副幹事と懇談させて頂き、

川原ガバナー補佐から出席率の向上、会員増強、地区

委員会出向、理事会の開催を例会後に、など身内である

のでクラブの状況がよくわかったうえでご指導頂きまし

た。ホームクラブでのガバナー補佐訪問はどうしても力

が入って厳しい指導となってしまうと言われましたが、川

原ガバナー補佐、松尾幹事、和田副幹事とも当クラブの

会員で大変親しい間柄ですので、通常のガバナー補佐

訪問と違ってあまり緊張なく和やかな雰囲気でいろいろ

な懇談いたしました。

後ほどの卓話をはじめ、例会終了後のクラブアッセンブ

リーにおいては、私たちの名古屋丸の内ロータリークラ

ブから輩出したガバナー補佐として、通常のガバナー補

佐訪問と異なった切り口でのご指導を頂けるものと思い

ます。

川原ガバナー補佐は２７６０地区８つの分区のうち西名

古屋分区のガバナー補佐であります。

８月２０日名古屋ＲＣから始まった西名古屋分区１３クラ

ブのガバナー補佐訪問は、今日の丸の内ＲＣ、明日の名

古屋みなとＲＣで完了となりますが、もう一つ大切な役割

を持っておいでです。

「米山奨学委員会」を担当されております。私たちクラブ

としても皆さんで協力、応援をしましょう。本日 16 時から

も米山奨学委員長会議、米山奨学生学友会があり出席

されます。そして I .M 来年２月２０日ウェスティンナゴヤ

キャッスル 当クラブが担当で開催されます。

まだまだ激務は続くと思いますが、体に気を付けて ご

活躍されることを期待しております。

さて、９月７日ブエノスアイレスで７年後２０２０年のオリ

ンピック開催地がイスタンブールとの決選投票で60対36

票の大差での圧勝で東京「TOKYO 2020」 に決まりまし

た。

本年度は新入会員が７月に武山卓志さん、９月に十文字

織栄さん、そして本日、田島直前幹事ゲストの田中如以

さんが１０月入会予定です。会員増強にも全員で頑張っ

ていきましょう。

ニコＢＯＸ
ガバナー補佐 川原弘久 様、地区スタッフ 平田兼久様

分区幹事 松尾雄二郎様、分区副幹事 和田直美様

ガバナー補佐訪問に参りました。よろしくお願いいたしま

す。

●本日は「ガバナー補佐訪問」です。川原ガバナー補佐、

地区スタッフの平田様、松尾分区幹事、和田分区副幹

事、よろしくご指導のほどお願い致します。会員一同心よ

り歓迎申し上げます。

西川会長、加藤幹事、大塚、藤田、河原、亀井、高山、大

岩、矢野、磯部、水野、森田、成田、堀江、立石、後藤、大

附、岩田、吉田、小菅、若原、十文字、山﨑（敬称略）

本日合計 ７０，０００円

ガバナー補佐卓話

2013年－2014年度ロータリー2760地区西名古屋分区

のガバナー補佐を拝命致しました丸の内 RC の川原弘

久でございます。ガバナー補佐は地区委員会活動の分

担がありますが、小生は米山奨学委員会の担当になり

ました。

まずは今期の RI テーマについて説明させて頂きます。

RI 会長 ロン D・バートンは Engage Rotary, Change 

Lives （日本語訳 ロータリーを実践しみんなに豊かな

人生を）をテーマとしています。小生は日本語訳より原文

そのままの方が意味は深いと思っています。特に



Change Lives という言葉は魅力的です。このテーマはと

かくこれまでの RI会長の抽象的なテーマと比して実践的

です。ロン D・バートン会長はこのテーマのもとに

1.会員増強の推進

2.ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実

3.ロータリー・ファミリーを通じたネットワークの強化  を

強調しています。

一方 第2760地区2013－2014年度ガバナーは「磨い

て 輝こう」と具体的な方針を示されており

1.会員の意識向上

2.クラブのパワーアップ

3.地区の改革

4.会員増強  を強調しています。

その他に2760地区の方針としてロータリー財団寄附、

米山奨学会の寄附目標、新地区補助金を使って東日本

大震災支援を要請しております。ここで小生の担当であ

ります米山奨学委員会からお願いがあります。現在米山

奨学会は寄附額の大幅な落ち込みにより当地区では奨

学生が 33 名から 23 名に、全国的にみると 1,000 名から

700 名に減少しています。寄附金の大幅な落ち込みは基

本的には会員の減少にあると小生は感じております。従

ってこの立場からも会員増強をお願いしたいところであ

ります。国際ロータリーは現在123万人のロータリアンを

3 年計画で 130 万人（2015 年）にする計画が進行中であ

り日本でも現在の会員数 86,700 人から 95,900 人にする

計画です。大変困難な事業でありますが御協力を御願

い申し上げます。しかし至近的には会員増強も簡単では

ないので米山奨学会は個人寄附目標を 2 万円に設定し

たいと考えており、ご無理な金額ではないと思いますの

で御協力の程お願い申し上げます。

最後に名古屋和合 RC の企画で「ワールドフード+ふれ

愛フェスタ」というイベントが 2013 年 11 月 2・3・4 日に予

定されており（名古屋・栄 久屋大通公園）、これに地区

は協賛することになりました。これは RI の優先目標であ

る「公共イメージと認知度の向上」の補助金が世界の中

の審査の中から選ばれたものです。このイベントのチケ

ットは 1枚2,000円でありますが、うち 200円はチャリティ

ーに回ります。このイベントは一般市民も参加してくるも

のであり一般市民との交流の中でポリオプラスなどの RI

のこれまでの成果を宣伝し、ロータリークラブを市民の

中に定着させることのできる画期的な事業です。会員皆

様の積極的な御参加をお願いし、私のガバナー補佐卓

話とさせて頂きます。

第２回 クラブアッセンブリ 議事録

平成２５年９月５日（木）12：00～  例会場

出席者 西川、永井、藤田、磯部、岩田、大岩、亀井、

高山、若原、長谷川、加藤、矢野

議題

１．委員会事業内容及び経過報告

２．その他  

ハイライトよねやま 162号

（米山記念奨学会ニュース WEB より抜粋）
「台湾学友会による日本人対象奨学金 第 5 期生が決定」

台湾米山学友会（正式名称：（社）中華民国扶輪米山会）が恩返

しの気持ちから始めた「日本人若手研究者奨学金」が 5 年目を

迎えました。当会ホームページを通じて行った第5 期生の募集

には 9 人の応募があり、台湾米山学友会理事会による厳正な

選考の結果、このたび以下の合格者 2 人が決定しました。合

格したお二人には今年 9 月から 1 年間、台湾学友会から毎月

25,000 台湾ドル（約 84,000 円）が支給されるほか、学友会メン

バーがカウンセラーとなって、台湾での留学生活を物心両面で

支えます。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎９月１９日（木）第 ８７２ 回例会変更 「友愛夜間例会」

◎９月２６日（木）第 ８７３ 回例会 「ガバナー公式訪問」

      名古屋みなと RC との合同例会

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


