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会長挨拶

亀井克典

本日は、コロナ禍の中、明日から緊急事態宣言というぎ
りぎりのタイミングでガバナー補佐にお越しいただきま
して、対面で例会、この後のアッセンブリーと、いろい
ろ懇談させていただき、ご指導いただければと思ってお
ります。よろしくお願いいたします。
先週、あいさつの中で「論語
とそろばん」の話を少ししま
した。澁澤栄一の経済と道徳
の両立というようなお話をさ
せていただきましたけれど
も、ロータリーの友の 9 月
号が今日配られています。藤田さんから先日、
「ロータ
リーの友をちゃんと読んでいるか」ということで、
「会
員の皆さんはきちっと読むべきだ」というお話がありま
した。私も実は斜め読みくらいしかしていなかったので
すが、たまたま 8 月号をしっかりと読ませていただきま
してちょうどその 8 月号に、
「澁澤栄一の精神を受け継
ぐ」ということで、大阪ロータリークラブの株式会社サ
ラヤの社長さんのお話しが載っておりました。企業活動
において、更家さんも利潤と道徳を融合させるという、
そういう精神を具体的にどう活かそうかということに取
り組んでおられるということで、更家さんの製品として
ヤシノミ洗剤というのを主力製品で扱っておられるので
すが、これが非常に肌に優しくて、環境にも優しい製品
ということで売り出して来たんですけれど、これはボル
ネオ島のアブラヤシから原料を取られるそうで、その

パーム油を取るための農園開発で熱帯雨林を破壊してい
るんじゃないかとか、熱帯の野生動物たちが住めなくな
ったと批判を受けられまして、ヤシノミ洗剤の売り上げ
の 1％を寄付して、野生動物たちの保護活動を行ってい
る、環境の保護と農園の開発というのを両立させるとい
うことをされておられるということが書いてありまし
た。8 月号には「この人を訪ねて」という企画がありま
して、山口県宇部市の宇部ロータリークラブ所属の小児
科の金子淳子さんという先生。この方は、読んでいただ
ければわかりますが、いろいろ波乱万丈な人生を送られ
ていて、同じ医師として大変興味深く読ませていただき
ました。
「みんな食堂」という子ども食堂を運営されて
いたり、非常に地域の中に入って子どもの支援とかデイ
ケアとかシェルターとかいろいろな活動をされていま
す。彼女が、
「コロナの時代に若い人達に大事なことは
何か」という問いに、
「人のためになることをしなさ
い」と。
「利他の精神、他を利するという利他の精神が
大切」ということを書かれていました。大変感銘を受け
ました。利他の精神というのが「論語とそろばん」と
か、ロータリーの奉仕の精神につながるんだなあと、感
銘を受けました。やはり「ロータリーの友」はしっかり
読むべきだということを感じさせられたということでご
ざいます。以上であいさつを終わりにしたいと思いま
す。ありがとうございました。

ニコＢＯＸ
ガバナー補佐 牧野博和様、地区副幹事 神谷明文様
地区スタッフ 内藤教恵様、分区幹事 荒川和生様、
分区副幹事 青木充彦 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。ガバナー補佐のご
一行様、ようこそお越しくださいました。会員一同、心よ
り歓迎申し上げます。
亀井、松尾、岩田、堀江亮介、恵利、立石、田中、森田、
横田、山﨑、矢野、黒田、佐久間、水野、加藤、木村、
髙橋、磯部、川原、武山、田島、今村、古川（敬称略）
西川さん 青少年交換留学生、久保原由惟がお世話に
なります。家内の兄の孫です。宜しくお願いします。
藤田さん 御無沙汰をしております！
●委員長就任祝い 伊藤さん
本日合計 ９０，０００円

青少年交換プログラム候補者ご紹介
青少年奉仕委員長 堀江亮介
青少年交換プログラム候補者の久保原由惟さんをご紹介
いたします。久保原さんは現在中学 3 年生ですが、実際
に派遣される来年は高校生と言う事で応募資格がありま
す。応募期間が短い中で、本人が色々と手配をして地区
の試験を受けられました。会員 西川博さんご夫人のお
兄様のお孫さんに当たられる方でこの度ご縁があり当ク
ラブで支援することとなりましたが、当クラブも創立
27 年目にして初めてこのプログラムに取り組みますの
でノウハウもなく、右往左往すると思います。しかし、
ご本人もこれからたくさんのオリエンテーションと高校
受験もあって大変ですので、しっかりとサポートできる
ように頑張りますので、皆様にもご協力いただけますよ
うよろしくお願い致します。久保原由惟さんからもひと
言お願い致します。

はじめまして。萩原中学 3 年の久保原由惟と申します。
この度はご支援いただくことになりありがとうございま
す。私はこのプログラムを通して、日本を海外から客観
的に見てみたいと思います。そして自分と異なる立場の
人のこともちゃんと考えられるような、視野の広い人に
なりたいです。一年間、準備も含めて色々学んでいきた
いと思います。宜しくお願いします。

次年度会長エレクト推薦委員選出
クラブ内規第 2 章 1-(2)により直前会長を委員長とする
推薦委員会メンバーとして、会長経験者から 1 名、入会
3 年以上の会員から 3 名の抽選をした結果、推薦委員会
は以下の 5 名に決まりましたので、ご報告いたします。
委員長 成田勝彦
委 員 大塚嘉彦、小原 優、古川 進、伊藤博行

今後の例会予定
９月２日（木）休会（定款第７条第 1 節-d-3）
緊急事態宣言発令のため休会と致しました。
※ガバナー公式訪問は延期になりました。
９月９日（木）休会（定款第７条第 1 節-d）
★これ以降につきましては 9 月 2 日理事会にて
協議し、決議事項を皆様にお知らせいたします。

ガバナー補佐講話
西名古屋分区ガバナー補佐 牧野博和

あらためまして、名古屋丸の内ロータリークラブの皆様
こんにちは。ご紹介いただきましたように、私は今年度
西名古屋分区担当つとめます牧野博和と申します。
少し自己紹介をさせていただきます。
所属クラブは、名古屋栄ロータリークラブです。例会場
は、同じようにクレストンホテルを使わせていただいて
おります。
1958 年 1 月生まれで、63 歳です。職業分類は、総合
保険代理業ということで、丸の内の方でアルファコンサ
ルティングという保険代理店を経営しております。
北海道から鹿児島まで 27 拠点展開しておりまして、
300 名ほどの所帯で広域展開している代理店です。ロ
ータリー歴は 2008 年の入会です。地区の方で財団の
資金推進委員会の方へ３年ほど出向して勉強させていた
だきました。２０１９．２０年度には会長も務めており
ます。
ありきたりの自己紹介ではつまらないので、少し余談
を。私、高校までは名古屋だったんですけれど、大学だ
け、滋賀大学という、琵琶湖がある滋賀県の大学に行き
ました。
学生寮に入りましたら琵琶湖が目の前に見えるんです
ね。バスケットボール部はつまらないなあと思いまし
て、ボート部に入りました。想定外だったんですけれ
ど、年間に 200 日合宿をして関西では強いぞというク
ラブ、ここで日本一を目指そうと頑張ったんですけれ
ど、残念ながら大学選手権は決勝にも残れずで、関西選
手権でエイト 3 位というのが最高の成績でした。ここで
終わるかと思ったんですけれど、現在も実は自宅にエル
ゴメーターというのをご存知ですかね、スポーツクラブ
へ行くとある、ボートをこぐマシーンですね。これがあ
りまして、これでトレーニングをして、週末ちょこちょ
こと中川運河ですとか愛知池とかで OB 集めて練習をし
ていまして、秋にはマスターズレガッタですとか名古屋
レガッタとか、シニアの試合に出ております。
本題に入ります。
みなさんご存知のように、今年度の RI 会長はシェカー
ル・メータさんと言われまして、インドはカルカッタ
マハナガルロータリークラブの会員です。今年度の RI
会長テーマは、SERVE TO CHANGE LIVES 「奉仕
しようみんなの人生を豊かにするために」というタイト

ルが付きました。RI 会長は会計士で、不動産開発会社を
経営されているということです。4 つの優先事項を 14
の項目に分けて年次目標を設定しています。細かいこと
は、みなさんクラブ計画書に 4 つの優先事項 14 の項目
が書いてありますので、目を通していただきたいと思い
ますが、すべての会員が、ひとりの会員を入会させると
いう意欲的な設定をしております。現在世界の会員がこ
こずっと 120 万人前後で推移しております。これを最
終的に 130 万人にしようという目標を掲げられておら
れます。
さて、本日私はガバナーの名代ということで、露払いに
来ておりますので、地区のお話しに移りたいと思いま
す。今年度のガバナーは、沓名俊裕さんです。安城ロー
タリークラブの方です。1951 年 3 月のお生まれで、
現在 70 歳です。職業分類はスポーツクラブということ
で、株式会社東祥の代表取締役です。会社はスポーツク
ラブとかホテルなんかも経営しておられまして、新幹線
に乗られると、新安城の駅前に AB ホテルというのが見
えます。出張のたびにこの看板が気になって仕方がない
のですが、東証一部上場企業です。四季報に目を通すと
4 割ほどまだお持ちだということでちょっと計算をする
とびっくりするほどお金持ちだだなあと。先日私も少し
株を買い増しまして、お小遣いが稼げないかなあと思っ
ているような次第です。
さて、沓名ガバナーはで、1995 年の入会で、クラブ内
で委員長をこなされ、会長をされながら 2012 13 年
度の地区大会の実行委員長をされております。当然なが
らロータリー財団のメジャードナーで米山の大口寄付者
になられています。今年度の地区の方針は、大タイトル
に、
「チェンジロータリー 新時代への成長に！～ コ
ロナゼロ ・ カーボンゼロ支援 ～」というテーマを掲
げられました。そしてサブタイトルとして「人類の危機
を救うロータリーになろう！」ということになりまし
た。
RI の悲願と言ってもいいでしょう。ポリオ撲滅活動に多
大な貢献をいただいておりますビルゲイツさんがおっし
ゃっているそうです。
「今、世界の短期的な危機は新型
コロナである。そして中長期の危機は地球温暖化だ」と
言われているそうです。新型コロナの対応で、WEB 会
議なんかをみなさんの会社でも随分取り入れられている
と思います。DX が進展しています。在宅勤務でも結構
業務がこなせるという経験されている会員さん多いと思
います。その中で生産性を落とさない工夫、そういった
意味でも DX の進展は目を見張るものがあります。これ
でコロナがどういうタイミングでどんな落ち着き方をす
るかわかりませんが、アフターコロナはビフォーとは違
う状況になっているということは明らかです。ロータリ
ーもこういった世の中の変化に対応して、
「チェンジロ
ータリー 新しい時代の成長に」ということですね。そ
れからカーボン 0 というところなんですが、CO2 の削
減、これはもう世界の課題と言っていいと思います。日
本も、2013 年比で 46%の削減、これを 2030 年に
達成するということを表明しております。そういった意
味でもロータリーもここに貢献していく、少し大げさか

もしれませんが、人類の危機を救うロータリーになろう
ということになりました。
本日多くの会員の皆さんに地区のテーマバッチをつけて
いただいております。ありがとうございます。これもガ
バナーからのおねがいです。できるだけ普段から、常時
つけていただきたいということです。
意識づけをしていたただきたいということもあります
が、
「そのバッチは何？」と結構仕事関係で聞かれたと
きに、
「今年度のロータリーの地区のテーマなんだよ。
カーボンゼロ、コロナゼロなんだ」というお話をしてい
ただくと、宣伝にもなりますし、ロータリーの公共イメ
ージの向上といったことにもつながるんじゃないかとい
うことで、こんなお願いをしております。

地区の行動方針です。これもクラブ計画書に細かく記載
されているかと思いますが、九つの項目に分けていま
す。本日は大きなポイントを 6 つに分けてお話ししたい
と思います。
まず、会員増強です。RI は実は退会者も多いんですね。
とりあえず入ってみよう。納得いかなかったらやめれば
いいやみたいな趣旨が少しあるのかもしれません。日本
とはその辺は文化が違うのかもしれません。
ということで、地区としては一人が 1 人以に声をかける
ということにいたしました。具体的にどうなんだといっ
た時に、今までに声をかけてこなかった人、そういえば
こういう人がいたという人に声をかけていただきたい。
具体的には女性と若い人、丸の内さんは女性比率がほか
のクラブに比べて高い状況にあるかと思います。女性か
ら女性に声をかけていただくとか、若い方から若い方へ
声をかけていただく、そんなことをしていただくと有効
かもしれません。
それから、地区に会員増強委員会があります。卓話をお
願いされると例会に喜んできてくれるかと思います。そ
んなことをすることで、会員全員で意識を共有すること
ができるかと思います。それからこれは組織の問題です
けれど、会員増強ということを少し長いスパンで考えて
いただくという意味で、増強委員長さんの任期を少し長
めにしたらどうだろうかというアイディアもあります。
少しそれますが、私は名古屋の栄ロータリーで幹事をし
た年に、実は 13 名入会させました。クラブはじまって
以来最高の入会人数だったと思います。企業会員がほと
んどいないクラブなので、まるまる純増につながった年
でした。で、会長をした年も 13 名を越えろという檄を
飛ばしまして、10 名入会しました。2 年前なので、終

盤残念ながらコロナで辞退者が出まして 13 人はいかな
かったですが、これをやった結果として、会員構成が随
分変わりました。平均年齢、丸の内さんも 60 歳をちょ
っと切ったところですが、ほぼ似た構成になりました。
70 代、60 代 50 代 40 代、全部の世代が 20 数名と
いう構成になりました。30 代が 6～7 名、80 代が若
干名、そうすることで各世代が何かクラブの中でくつろ
ぎを求められる。若い方がなんか居心地がよくないとい
うクラブは、なかなか増員が難しいかと思いますが、少
し参考になればと思ってお話ししました。
2 点目、ロータリー奉仕デーです。これも RI の方針な
んですけれど、二つ以上のクラブでより大きな貢献をす
る奉仕活動をしてほしいということです。なかなかクラ
ブ単独ではできない少し大きなエリア大きな事業ができ
れば、そしてできることであればインパクトのある事業
をしてほしい。ということです。市内の比較的近くにい
るクラブ、親クラブなんかと組んでもいいかと思いま
す。兄弟クラブでも行けるかと思います。共同事業を推
進してほしい、そんなことを考えております。
それからインターシティーミーティング、これを来年の
2 月 7 日に予定しております。この中でも一般の会員さ
んを一定数入れることができれば、これもロータリー奉
仕デーに該当するということなので、各分区でそんなこ
とを検討しているところは多いかと思います。コロナの
情勢次第なのでなかなかやれるというところまで計画し
にくいですが、そんなことを考えています。
観光ホテルでの開催を予定しております。講師に、ジャ
ーナリストの長谷川幸洋さんを内定しております。テレ
ビで「そこまで言って委員会」
「ビートたけしのテレビ
タックル」そんなところにチョコチョコ登場していた先
生です。
「知っている」という方、どのくらいいらっし
ゃいますか？半分くらいの方が知っているという感じ、
テレビを見ていない方は全然知らないかもしれません
が、この方を予定しています。これは私が主催者の西名
古屋分区の行事ですので、各クラブさんにお願いしてお
ります。また秋にもお願いに来るかと思いますが、でき
ることなら全員登録でご協力いただきたいということを
お願いいたします。それからもうひとつのロータリー奉
仕デー、が「ワールドフードふれあいフェスタ」です。
10 月 9 日 10 日に栄の久屋大通公園で予定しておりま
した。ゼロミッションということで、地区のテーマであ
ります、
「コロナ 0 カーボン 0」それから WFF ですの
で、
「ポリオ 0」これも加えて 3 つの 0 を達成しようと
いうテーマです。それから合わせて「カーボン 0 に貢献
しよう」ということで、地区内の 84 の全クラブで、植
樹をしたいということを考えています。各クラブ 1 本ず
つの予算を地区の方で考えています。こんなチラシをみ
なさんの手元に行って、チケットをたくさん買ってくだ
さいというお願いをしたと思いますし、できることであ
れば企業で広告を出してもらえないかというお願いをし
ているクラブもいくつかありました。私も立場上、広告
協賛の申し込みをしていたが、地区から連絡がありまし
た通り、コロナの蔓延状況を鑑み、延期するという発表
を早々といたしました。えらく早い判断だなあと思った

んですが、 昨今の状況を見ますと、賢明な判断をした
かなあと思います。
デルタ株がここまで来なければ、この時期はもう落ち着
き始めていると思うのですが、なかなかそうもいかない
ということです。私も地区の実行委員会の方へ毎回出て
おりますので、この後どうするかなんですが、今年度
内、6 月までには仕切り直したいということで考えてお
ります。もう少しタイミングを見て発表できるかと思い
ますが、おそらく 4 月に開催できるのではないかなあと
いう風に考えております。
それから 84 のクラブで 1 本ずつ植樹をという話が出ま
して、実は名古屋市内は結構植樹が大変なんですね。ど
こに植える？何を植える？というところで。
それもちょっとどうかなあということで、東名古屋分区
のガバナー補佐と話をしておりまして、ここは市内の
26 クラブ一体になって何かやりたいなと、公共の場所
にですね、植樹をしたいなと考えております。26 のク
ラブのメンバーが集まってやるということになります
と、パブリシティー効果も出ますので、いつもの中部経
済新聞さんだけではなくて、一般メディアにも取材に来
ていただける可能性が高くなりますし、そんなことを勧
めています。場所とか住所とかこの辺の調整がちょっと
大変なんですね。ここは少しお待ちください。
3 点目です。奉仕活動のための組織づくりということで
ロータリークラブの奉仕活動、一般の方からは「え？」
というところがあるかもしれませんが、
「クラブ奉仕」
という言い方は世間一般には通らないんですけれど、多
いですよね。
「親睦は大事だ」
「親睦と奉仕は二本柱だ」
と言われて育った方は多いかと思いますが、どうしても
内向きの奉仕がそこそこ多くなってしまうのですが、外
に向けた奉仕に向けて、組織を少し変えていただきたい
というお願いです。親睦に加えて、インパクトのある奉
仕事業、これをすることで公共イメージの向上につなが
ります。それはすなわち地域社会への貢献になります。
「ロータリークラブって何をしているの？」と、みなさ
んの会社の中でも「社長何やっているんだろう」という
説明がなかなか難しいと思いますが、正しく理解されて
いるでしょうか。
「大丈夫」という方もいらっしゃると
思いますが、なかなか難しいものがありますよね。
「社
長の交流会だろう」って思われていては、それは本意で
はありませんので、そういった理解を広めていくことで
クラブの発展にもつながっていくだろうと思います。そ
の中で、クラブの中での人員配置ですね、今年度はもう
始まっちゃっていますが、外向きの奉仕に向けて、委員
会の構成の仕方、その中での人員配置の仕方も少し考え
ていただくと次年度以降も活動が変わってくるんじゃな
いかというお願いであります。
4 点目、ロータリーの公共イメージの向上です。よい奉
仕活動をすることでメディアに取り上げてもらえる可能
性が高くなります。それは、ロータリーの知名度を上げ
ることになります。こういったことを言った時に、いっ
たいどういう奉仕活動だったら、メディアに取り上げて
もらえるだろうか、取り上げてもらうためにやるんじゃ
ないんですが、皆さんどうでしょう？自分たちがやって

いる奉仕活動で、何が世の中の人たちに「それはいい
ね！すごいね！」と言ってもらえるか、理解されている
でしょうか。昔から「奉仕活動は美徳だ。主に宣伝する
ことじゃないんだ」という古い会員さんがいると思いま
す。職業奉仕などはまさにそうだと思います。
自分たちがやっている奉仕活動で、世の中の人たちに胸
を張って言えるよということを理解することを始めると
いいと思います。良い奉仕活動は知ってもらって意味が
ある。少しそういう意識に変えていただくといいと思い
ます。メディアに取り上げていただくのにどうしたらい
いのか。それに強い会員さんがいるクラブではいいので
すが、そうでないクラブは、地区の公共イメージ向上委
員会、こちらがアドバイスしてくれるかと思いますの
で、そんな機能も使っていただけると嬉しいです。
5 点目です。
「地区大会に参加しよう」です。今年度の
地区大会は 11 月 6 日 7 日を予定しております。初日
は名鉄グランドホテル、二日目は名古屋国際会議場で
す。ホストクラブは、名古屋錦ロータリーになります。
少し会員数が少ないクラブですが、がんばっておりま
す。みなさんで応援していただきたいと思います。二日
目の名古屋国際会議場は、収容人数の多い会場になりま
すので、登録をたくさんいただいても、コロナ対策が打
ちやすい会場になりますので、これも併せて一人でも多
い登録をお願いしたいと思います。
最後のお願いです。
「国際大会に参加しよう。
」今年の国
際大会はヒューストンになります。テキサス州ですね。
ヒューストンに行ったことがある方って、なかなかない
んですよね。昨年は台北でした。台北は結構行った方多
いと思います。その前の年はハワイでしたので、ほとん
どの方が行ったことあると言われると思います。なんだ
ヒューストンかということなんですが、逆に言うと、こ
んなことでもないと行かない街だと思いますので、ぜひ
参加していただきたいと思います。ガバナーナイトを 6
月 6 日に予定しております。ル メリディアン ヒュー
ストンダウンタウンというホテルになります。現地でガ
バナーにさみしい思いをさせないように、これもお気持
ちのある方はぜひ。もちろん自由に行ける状況になって
ということですが、心の隅に止めていただいてですね、
これも登録していただくと安く登録できますので、お考
えいただきたいと思います。
本日のわたくしの講話はここまでです。ガバナーの公式
訪問、9 月 2 日になっています。明日から緊急事態に入
ってしまいますので、ここをどうするか、会長幹事でご
検討されているところでしょうか？何とか公式訪問を受
けていただいてクラブの活動に活かしていただけると嬉
しいです。本日は以上です。ありがとうございました。

ガバナー補佐会長幹事懇談会
2021 年８月２６日（木）11：30～
於 名古屋クレストンホテル９階ディライト
例会に先立ち、牧野ガバナー補佐、地区副幹事、地区ス
タッフ、分区幹事、分区副幹事と会長・幹事・副会長・
会長エレクト・副幹事による懇談会が行われ、貴重なア
ドバイスとご指導を頂きました｡

クラブアッセンブリ
2021 年８月２６日（木）13：40～
於 名古屋クレストンホテル９階パレット
出席者（敬称略）
ガバナー補佐 牧野博和、地区副幹事 神谷明文
地区スタッフ 内藤教恵
分区幹事
荒川和生、分区副幹事 青木充彦
亀井、武山、長谷川、今村、髙橋、堀江亮介、森田、
松尾、磯部、田島、加藤、木村、立石、伊藤、矢野、
山﨑、古川、横田、藤田

ガバナー補佐のもと、各委員会の事業計画の報告と運営
についてご指導いただきました。

財団 NEWS ８月号より抜粋転載

財団 NEWS ９月号より抜粋転載

