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ガバナーメッセージ 

 国際ロータリー第2760地区ガバナー 大島 宏彦 
 

「大会前に」 

 

 

 公式訪問と地区大会を終わると、ガバナーの仕事も山を越すと言われています。この文章が届く頃に

は、そうなっている筈ですが、それでは締切りに間に合いませんので、準備段階までに気付いたあれこれ

を書き留めてみました。 

 地区大会は分区を順に巡っていて、クラブとしては数十年に1回の大仕事になります。会員数では地区

平均に近い豊橋南クラブでも、1年以上を準備に費やされ、先日は「決起例会を開くから」と、お招きも頂

きました。(写真) 

 会員が増え続けている間はともかく、維持するのに苦労が要る時代になっても、会員総動員で世話しな

ければ出来ない大会を「前例通り」とお願いするのは、どうしても無理が生じます。それが端的に出るの

が会員数の変化です。 

 今７月１日のクラブ別会員数を、手元にあった２年前の数字と比べますと、去年の大会ホスト尾西クラブ

が４２人から３６人、その前年のホスト半田南クラブが５８人から５０人、共に地区平均７－５％減を上回っ

て２桁です。 

 今年の豊橋南クラブも例外ではありません。今年７月１日の会員数６２人は２年前の６８人の８．９％滅、
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 家族月間によせて 
 
 
  地区ロータリー家族委員会 

  委員長 大矢 裕慈 

 周知の通り昨年度マジィアベＲ.Ｉ.パスト会長が、２００３～２００４年度４つの会長強調事項のうちの１つ

として、「ロータリアン家族への心づかいの奨励」を提唱された事により、当２７６０地区も昨年度から地区

クラブ奉仕委員会の下に地区ロータリー家族委員会が設置され今年度も引き続き地区クラブ奉仕委員

会の下で事業が、継承されることになりました。 Ｆａｍｉｌｙ ｏｆ Ｒｏｔａｒｙ （ロータリアン家族）の構成員と

は、ロータリアンとその家族、物故会員の配偶者とその家族、元ロータリアン、ローターアクト・インターア

クト・米山奨学生・財団奨学生・青少年交換学生・ＧＳＥ ・ＲＹＬＡ 等、そしてその人々をロータリアン家族

のメンバーに加えて、クラブ行事、地区行事等に積極的に参加を促してロータリー活動をより広くより深く

啓蒙し実践したいと思います。 

 ロータリー１００周年を前にして、世界的に会員の減少傾向が現れ残念ながら日本でも、当地区でも続

いています。経済的な退会理由に対しては、相互扶助は困難かもしれませんが、その他の理由に関しま

しては、会員間の友情や思いやりを深める事により多少は退会防止に役立つでしょう。またロータリアン

の配偶者や家族に関しても年間１～２度の親睦家族会が唯一の機会になっているクラブも有り、それだ

けではロータリー活動を家族に理解していただくには不充分です。その為にロータリー活動に熱心な会

員ほど家族からの不平不満がでてその葛藤が大きくなり苦しんでおられます。そのためにもロータリー活

動を配偶者や家族と一緒に活動し喜びを分かち合うことが大切ですし、そのことが退会防止や新会員の

勧誘に大変役立つと思います。ロータリー１００周年の今こそ原点に戻り会員間の友情や家族への思い

やり、慈悲の心、を深めて「奉仕の理想」を追求し実践しようではありませんか。 

 Ｒ.Ｉ. では、元々２月の第２週に家族週間がありそれなりに活動をされてきたと思われますが、家族愛や

友情をもっと大切にと、昨年の１２月から「２月の家族週間」の変わりに、「家族月間」ができました。１２月

は、どちらのクラブでも、クリスマス家族会、忘年家族会等で、それなりに家族間の親睦をはかられてき

たと思われますが、できればロータリアン家族の構成員の方々も参加される企画も設けていただけたら

幸いです。 また、１２月だけにこだわりません。春の小旅行 納涼・・・ 秋の・・・ 新春・・・創立記念例会 

物故会員追悼 スポーツ大会 文化活動 職場訪問 社会奉仕活動 ｅｔｃ どんな企画でも結構です。こ

のロータリー家族委員会の活動により、会員家族間での友情や家族に対する思いやりの心を深め、いろ

んな国の若人の考え方にもふれ、他の委員会と連携して活動していく事で会員間の友情を高めます。そ

れが魅力あるロータリアン、魅力あるロータリークラブにつながるものと思います。 

▲上へ戻る
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ガバナー補佐訪問を終えて 

・南尾張分区 加藤 知成 

・東尾張分区 小川 征一 

・東名古屋分区 神田 肇 

・西三河中分区 鈴木 昌  

・西尾張分区 長谷川 正已 

・西名古屋分区 山路 兼生 

・東三河分区 伴 辰三 

・西三河分区 鈴木 信吾 

 ガバナー補佐訪問を終えて 
 
 
  南尾張分区 加藤 知成 

 去る８月２７日をもって、南尾張分区の７クラブの訪問を恙無く終えることができました。これも、ひとえ

に各クラブの会長・幹事、会員各位のご協力の賜と心から感謝申し上げます。有難うございました。 

 私は、クラブ訪問に際しまして、わが分区の最大の問題は、何か？を考えてみました。それは、とりもな

おさず、会員の減少を食い止め、増強を如何に図るか にあると考えました。そこで、丁度、発刊された

ばかりの「奉仕の一世紀・国際ロータリー物語」を参考に、ロータリーの原点を考えてみました。ガバナー

は「職業奉仕をロータリー活動の原点として確認すること」を方針で述べられ、身の丈にあった活動に絞

るように指導されました。ガバナーの方針の背景が、「国際ロータリー物語」を読むことによって、鮮明に

理解することが出来ました。 

 「ロータリークラブは、地域社会を安定･発展させるために生まれたものであり、会員各位の職業はもと

より、地域社会の職業の成長・発展こそが地域の安定・発展の原動力である。」と認識致しました。 

 そこで、私は、「ロータリークラブは、慈善団体ではなく、職業奉仕を念頭に、職業倫理を会員各位が、

それぞれの職業社会のリーダーとして磨く所である。」と申し上げてまいりました。倫理は、リーダーには

必要・不可欠な要件であり、ロータリーの綱領は、このことを意味しているのだと申し上げてまいりまし

た。 

 原点に立ち返った時、ロータリークラブは、衰退傾向から脱することができると申し上げながら、ガバナ

ー補佐訪問を終えさせて頂きました。分区内の会員各位に、意が通じたかどうか多少不安があります

が、私自身には大変勉強になりました。

▲上へ戻る
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 ガバナー補佐訪問を終えて 
 
 
  西尾張分区 長谷川 正已 

 ８月４日の一宮中央ロータリークラブを最初に、９月２９日の稲沢ロータリークラブの訪問を以て、西尾

張分区９ロータリークラブのガバナー補佐訪問を終了しました。 

 各クラブの会長・幹事を始め会員の皆様には、温かい歓迎を戴き、誠に有難うございました。本年度

は、地区副幹事の同行がなく、私1人で会長幹事会、クラブ協議会が務まるのかと不安ではありました

が、各クラブ会員の皆様方のご協力で無事、ガバナー補佐訪問の責務を果たすことが出来ました。 

 例会では、本年度のＲＩテーマ“ＣＥＬＥＢＲＡＴＥ ＲＯＴＡＲＹ”を呼び掛け、三大目標であるポリオプラス・

会員増強・財団支援を軸に、大島ガバナーの四つの地区方針を踏まえた内容で、お話をさせていただき

ました。とりわけ、ロータリー創設１００周年ということで、ポリオプラス運動の今日に至るまでの経緯、世

界・日本・２７６０地区・西尾張分区の会員数の推移、そして、ロータリー館建設にいたるまでの経過等、

お伝えしてまいりました。 

 西尾張分区９クラブは、歴史のあるクラブ、活発なクラブ、会員数の激減したクラブ、例会場を変更した

クラブなど様々ですが、いずれのクラブも奉仕活動は勿論の事、会員相互の親睦を図るための行事を活

発に開催しておりました。そして全クラブがＲ．Ｉ．会長賞に挑戦するということでありました。特に会員増

強、新会員教育については全クラブ、大きな問題として真剣に取り組んでいただいております。私自身、

教えられるところが多く、今回の訪問は非常に勉強になりました。 

 西尾張分区内の行事として、来年２月１９日“ロータリー１００年を祝う会”を開催しますので、多数の参

加をお願いいたします。 

 最後に、各クラブの益々のご発展をお祈りするとともに、訪問に際して色々とお世話になりました、西岡

則男・松岡正浩補佐幹事に、厚く御礼申し上げます。

▲上へ戻る

 ガバナー補佐訪問を終えて 
 
 
  東尾張分区 小川 征一 

 大島ガバナー年度がスタートして１３日目にして早や、ガバナー補佐訪問で「愛知長久手ロータリークラ

ブ」がありました。 

 本年度は、分区内１１クラブを３回（昨年までは４回）にて、ガバナー公式訪問を行う事となり、補佐訪問

の日程（各クラブ例会日）の調整に苦労致しました。 

 それは、１１クラブ中、何と５クラブが、火曜日例会ということで、大変御迷惑をお掛けしたクラブもあり、

お許し頂きたいと存じます。 

 各クラブを訪問させて頂いた折には、会長・幹事はじめ会員の皆様に暖かく迎えられ、心より感謝申し

上げます。有難うございました。 

 ８月３１日の犬山ロータリークラブで、ガバナー補佐訪問を終了し、一段落いたしましたが、各クラブで、

各々独自の奉仕活動を展開していたり、私の経験上考えもつかぬ悩みを抱えていたり、大変勉強をさせ

て頂きました。 

 各クラブの訪問の際には、会長・幹事会、例会、クラブ協議会を通じて、RIテーマ「ロータリーを祝おう」

そして、ガバナー方針を伝え、特にGSEとロータリー財団、そして万博に対しての協力をお願いすると同
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時に、行われなくなったIMに変わる「合同例会」への参加要請をしてまいりました。 

 各クラブの地域性や環境の違い、伝統あるクラブと新しいクラブの違いもありますが、会員増強と退会

防止については、どのクラブも大きな問題として真剣に取り組んでおります。又、例会会場の問題（会員

数の問題、適当な場所が無い）や、食事に対する批判、会場準備に時間が掛かる等の不満が多く聞か

れました。 

 特筆すべきは、「愛・地球博」開催地の地元として、瀬戸RC・瀬戸北RC・尾張旭RC・愛知長久手RCの４

クラブは、独自にて万博を支援する企画をたて、順次実施しております。又、分区内の全クラブは要請が

あれば、ガバナー方針の中の「ロータリー館建設と運営を成功させよう」を合言葉に、支援できる事は支

援すると、優しい言葉を頂いております。 

 最後に、各クラブの益々のご発展をお祈り申し上げますと共に、訪問に際し朱宮・水谷補佐幹事、杉本

副幹事には交代にて同行頂きました事、感謝申し上げます。

▲上へ戻る

 ガバナー補佐訪問を終えて 
 
 
  西名古屋分区 山路 兼生 

 ７月１４日から９月２１日までの間に、１２ＲＣ訪問しました。７月１４日最初に訪問したのが名駅ＲＣで

す。ロータリー年度になって２回目での例会日訪問となりました。私も不慣れですが、名駅ＲＣも新入会

員の紹介など年度始めの行事も多く、いろいろご迷惑をかけたと思います。しかし訪問前に頂いた名駅

ＲＣのクラブ計画書が非常に素晴らしく、特に巻末にロータリー用語集がありました。私もロータリー用語

を詳しく理解していなかったので、以後の補佐訪問前に一読し、持参して困った時は利用させて頂きまし

た。 

 １２ＲＣは創立８０周年の名古屋ＲＣから創立１０周年の名古屋西南ＲＣまであり、会員も１９０名から６０

名までと歴史も会員数も異なりますが、いろいろ独立の優れた運営が行われています。平均年齢は６０

才です。平均出席率は修正で約９５％と１００％のクラブは無かったです。各クラブとも修正出席率より

も、ホームクラブへの出席を重視し、その出席率は７０～８０％で比較的良いようです。会員増強と退会

防止は各クラブとも非常に重視しています。親睦活動委員会、ロータリー情報委員会を中心に会員のみ

ならず家族を含めて親睦を図り、また同好会もゴルフを始めとして３から１０の同好会があり親睦に努力

され、退会の防止を図っています。増強についてはいろいろのチャンネルで入会会員の確保に努めてい

ました。１２ＲＣでは各クラブの重視する奉仕活動が異なっています。国際奉仕、環境問題、地域社会へ

の奉仕、国内友好などがあります。各クラブとも非常に真面目に各奉仕活動に取組み品格をもって活動

されていて感動いたしました。各クラブを訪問し、私自身がロータリーについての知識の少なさに気付き

申し訳なく思っています。各クラブの会長、幹事、会員の皆様のご協力を頂き一応補佐訪問が終ることが

出来ました。本当にありがとうございました。

▲上へ戻る

 ガバナー補佐訪問を終えて 
 
 
  東名古屋分区 神田 肇 

 クラブの設立順に、ガバナー補佐役を出すという慣例に従い、その任に就きました。 
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 私の所属クラブである名古屋東山ロータリークラブは、分区内で最も歴史の浅いクラブで、設立後８年

を経過したばかりです。 

 最初は、ロータリー歴も短く、またロータリーの知識にも乏しい私には荷が重いと思いました。 

 しかし、当クラブより数ヵ月早く発足した名古屋錦クラブさんが、前年、ガバナー補佐役を出され、立派

にその責を果たされました。 

 所属クラブの関係者による協議により、私に白羽の矢が立てられ、ここは思い切って清水の舞台から

飛び下りることにしました。 

 ガバナー補佐の役目は、ガバナーの公式訪問の前に、各クラブへガバナーの方針を伝えること、逆に

各クラブの意向、状況等をガバナーに報告することにあると理解し、行動しました。 

 各クラブでお話した内容は次の通りです。 

 国際博覧会「愛・地球博」の会場に建設される「ロータリー館」、ロータリー活動の原点とされている｢職

業奉仕｣、本年度は受入と派遣を行う「ＧＳＥ活動」そして「寄付」の４項目です。各クラブへの訪問は、7月

下旬から９月上旬にスケジュールを組みました。 

 振り返ってみて、訪問クラブのうち、前半のクラブと後半のクラブでは、前述の４項目以外にお話した内

容に若干の違いが出てしまいました。私の勉強不足のせいでして、お許しをいただきたいと思います。 

 各クラブ訪問に際して、事前に大変なお手数を煩わせたうえ、暖かくお迎えいただき誠に有難うござい

ました。私にとって忘れ難い有意義な経験をさせていただきました。 

 また、所属クラブでは松野、村瀬両君に補佐幹事をお願いした他、会長、幹事、会員の皆さんに加え、

事務局スタッフによる協力体勢を取っていただき感謝しています。 

 最後に、ガバナー補佐役を勤めて“良かったか”と問われれば“良かった”とお答えします。

▲上へ戻る

 ガバナー補佐訪問を終えて 
 
 
  東三河分区 伴 辰三 

 東三河分区１３クラブを７、８、９月に亘り訪問しました。どのクラブも丁重に、厳粛に、緊張感を持って

迎えられ、各クラブがガバナー補佐訪問を年間行事の重要例会として万全を期して居られるという雰囲

気を強く感じました。古い歴史と伝統のあるクラブも新しいクラブも全く同じ緊張感を感じましたが、古い

歴史を積んでこられた伝統の蓄積のあるクラブのずっしりとした重みは、年輪の太さを痛感させられま

す。継続の力です。 

 新入会員がクラブアッセンブリーに参加しているクラブが半数を超えており、感銘致しました。各委員会

活動の原点を一日も早く理解していただくための刺激になります。３年以内の新入会員は、必ずクラブア

ッセンブリーに参加することを明文化するとよいと思いました。 

 各クラブの年間総合計画書の掲載されている各居住地区人口当りの会員数を見ますと、豊橋地区５ク

ラブ３９３名は、豊橋市民９５７人当り１人となり、渥美地区３クラブは１７２名で、３８５人当り１人となり日

本一、世界一の比率だと思います。会員増強努力の結果だと思います。奥三河ＲＣは２１名ですが、７７

１人当り１人で奮闘しています。新城ＲＣは８８８人当り１人、蒲郡ＲＣは１２５８名当り1人、豊川宝飯地区

２クラブが１４６３人当り１人ですから拡大の余裕がありそうです。分区会員数８３２名ですと、７７０，５６３

人の総人口で９２７人当り１人ということで、日本標準１，０００人当り１人というレベルは確保しています

が、渥美地区３クラブの会員増強努力による結果が大きく貢献しているわけで、今後１，０００人を越して

いる地区クラブの増強努力を要請したいと思っています。 

 豊橋南ＲＣホストの地区大会が１１月１３日１４日で、豊川ＲＣホストの地区ライライセミナーが、１１月２

７日２８日にそれぞれ開催されます。第２７６０地区会員の皆様方のご協力ご参加をお願い申し上げ、大
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きな成果を実現するようにご支援のほど切にお願い申し上げます。 

 

 ※注 この文章は伴ガバナー補佐より１１月にご寄稿頂きました。地区大会、ライラセミナーは 

     終了しています。    ガバナー事務所より

▲上へ戻る

 ガバナー補佐訪問を終えて 
 
 
  西三河中分区 鈴木 昌 

 私は個人の開業医であるという職業柄、ガバナー補佐を引き受けることは、とうてい無理と考えており

ましたが、前任の梅村正さんの急逝により、地区協議会後の５月中旬に委嘱状をいただくことになりまし

た。大島ガバナーは、そのご方針の中で、ガバナー補佐はその本来の仕事に徹すればよいということ

で、地区の委員会の分掌など補佐に付随する任務を省いていただきましたので、補佐訪問を終えた後

も、なんとか任務を続けられるものと感謝いたしております。 

 さて、８月５日岡崎東ＲＣを皮切りに、８月中に岡崎地区の４クラブ、それに続いて豊田地区の５クラブを

訪問しました。まず会長幹事懇談会では、各クラブの運営方針について、とくに今年度のＲＩテーマであり

ますロータリー１００年を祝う行事について、具体的な計画をお尋ねいたしました。岡崎４ＲＣは合同で記

念植樹をされることがすでに決定されておりましたし、豊田地区は５クラブとも各周年事業に合わせて、

各々が独自にご計画ということでした。例会での卓話はロータリー創立期の歴史と職業奉仕の成り立ち

を中心に、会員増強、財団への１００＄寄付、今回の規定審議会決定事項などについて触れました。ま

たクラブ協議会では、計画書の朗読にかかる時間は省いて、各委員会の計画の要点だけを述べて頂

き、協議会の最後に私見を述べさせていただきました。歴史あるクラブには、歴史に裏打ちされた自信が

あり、新しいクラブには若々しさと伸びやかさが感じられました。ただ協議会に対する熱意には、クラブに

よりばらつきがありましたが、それは歴史の長短や、会員数の多寡とは関係はありませんでした。活力が

あり将来の発展を予想させるクラブが数クラブ見られ、心強く感じました。最後に補佐訪問に同行して頂

いた浅井補佐幹事、澤田、神谷、太田副幹事に感謝いたします。

▲上へ戻る

 ガバナー補佐訪問を終えて 
 
 
  西三河分区 鈴木 信吾 

 ＲＩ第２７６０地区西三河分区は９クラブあって、ガバナー公式訪問が２つのグループに分けて行われる

ことから、第１グループの一色から始まって安城、西尾、三河安城、西尾ＫＩＲＡＲＡの５クラブを７月１５日

から２３日までに終えた。第２グループは、８月１８日の知立から始まって刈谷、高浜、碧南の４クラブを８

月２５日までに終えた。 

 尚、ガバナーの公式訪問は、第１グループは８月５日（木）、一色クラブをホストとして西尾平安殿を会

場にして開催し、第２グループは知立クラブのホストで９月８日（水）知立出雲殿で開催した。本年度のガ

バナー公式訪問が年度早々に行われることから新年度の計画書の作成が間に合うかどうか心配しなが

ら補佐訪問の日程を決めさせてもらったが、各クラブ共早急に準備されて、訪問日前に私の手元まで届

けて頂いたので事前に目を通すことが出来て、各クラブの様子を知ることが出来たのは幸いでした。 
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 補佐訪問は各クラブ共午前１１時から１時間懇談会とし、例会で３０分のスピーチ、１３時３０分から１時

間半を協議会として臨みました。懇談会では特に形式的な話題を無くして打ち解けた苦労話を聞かせて

貰いました。 

 例会のスピーチは、ＲＩ会長のテーマと大島ガバナーの年度方針を伝えるために半分位の時間をさきま

したが、残りの半分位は各クラブの個性と地域性に視点を置いた私なりのロータリー観の一端を話すこ

とに心がけたつもりです。どのクラブも熱心な会長の指導力が発揮されていて年度初めとは思えない

堂々たる運営が始まって居まして誠に感心を致しました。改めてロータリーはいいものだなあと感慨を新

たにした次第です。 

 協議会での各委員長さん方のまじめな取組みを聞くにつけてもその感を強くしたものです。 全９クラブ

の会員の皆さんから元気を頂いた補佐訪問でありました。厚く御礼申し上げます。

▲上へ戻る
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ガバナー月信 Vol.６  １２月 メニュー

■ガバナーメッセージ ■家族月間によせて ■ガバナー補佐訪問を終えて ■ガバナー公式訪問 

■創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ ■創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ 

■創立３５周年記念式典 名古屋中ＲＣ ■ローターアクト国内研修 ■ＧＳＥ派遣メンバー決定報告および紹介 

■第１回環境保全委員長会議 ■広報・雑誌委員会委員長会議 ■ロータリー館竣工 

■話の泉⑦ 「カラス事始め」後編 ■話の泉⑧ 「産業観光都市 名古屋」 ■今月のカレンダー 

■文庫通信 ■ハイライトよねやま ５７号 ■出席報告（１０月分 EXCEL形式）

ガバナー公式訪問

南尾張分区①

日時：2004年９月18日（土） 
東知多RC、半田RC、常滑RC、東海RC、半田南RC、知多RC、大府RC 
 
 
 南尾張分区７クラブ合同例会がキャッスルプラザホテルの鳳凰の間で
２００人の出席のもと、大島宏彦ガバナー、安藤重良地区幹事、加藤知

成ガバナー補佐、山口誠一補佐幹事をお迎えして成功の内盛大に和や
かな雰囲気で無事終えることが出来ました。

 ２７６０地区で最少メンバーのクラブである東知多ロータリークラブがホストを仰せつかり、高津幹事の基
に準備設営と運営進行と気配り配慮と完璧にまとめていただき感謝しています。会長、幹事会にも各クラ
ブから時間の許す限り熱心にガバナーと共に問題、課題等を協議しました。地区の各委員会の出席要請
も代表１人で負担の軽減を願い、合理化の強い要望の声も傾聴して頂きました。 
 ロータリー館の建設と運営に協力、中部新国際空港のセントレアでの７クラブ合同研修会の参加協力

のご案内もいたしました。１００周年を祝おうという大きなテーマに載りロータリーの職業奉仕を基本と見
直し、職業のリーダーであることに自信を持ち、よりよきリーダーになるためにどうしたら良いか、話し合
い、討論し、お互いよりよきリーダーを目指して切磋琢磨していくことが大切だといわれました。ロータリー
クラブ存続も絶えず危機感をもって会員増強に努力と質の向上に努めないと難しいともいわれていまし
た。 

西尾張分区②

日 時：2004年９月27日（月） 
津島RC．あまRC 
 

 本年は、あまクラブがホストを努め、２クラブでの例会開催は、最小単
位であり誠に恐縮しております。しかし、お陰で密度の濃い懇談会が出
来感謝いたしております。特に、お二人からは、クラブに対しての問題
点、他クラブの現況、地区への要望等々適切に御助言・提言頂き、誠に
有難うございました。 

 その後の合同例会では、大島ガバナーより、RIテーマ、地区方針の卓話を頂きました。特に本年は、「ロ
ータリー創立１００周年を祝おう」をふまえ”愛知万博ロータリー館運営の成功”と”職業奉仕の重要性”を
深く認識しましたが、その中で”やらなければならない事”と”やめなければならない事”を勇気を持って、
決断すべき時が来ているとのお話は、感銘を受けて聞き、成熟期にある両クラブも、今後のクラブ運営に
とって重要な問題点と受け止めております。 
 最後に、恒例の大島ガバナー、安藤地区幹事と各クラブメンバーとの写真撮影で終了しました。 
 御多忙の中、津島・あまクラブ合同例会に出席頂き、心より感謝申し上げ報告と致します。  
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西三河中分区②

日時：2004年９月30日（木） 

豊田RC、豊田西RC、豊田東RC、豊田三好RC、豊田中RC 
 
 
 
 名鉄トヨタホテルに於て、豊田地区５ロータリークラブ合同のガバナー
公式訪問が行われました。

 午前中大島宏彦ガバナー、安藤重良地区幹事と５クラブの会長、幹事による「ガバナー懇談会」があり
各クラブから今年度の方針が発表されました。大島ガバナーよりそれぞれに適切なコメント、アドバイスを
頂きました。 
 １２時３０分より合同例会に移り、ホストクラブである豊田ロータリークラブ岩瀬邦男会長より会長挨拶 

 『今月は０才児から３０才までの「新世代のための月間」です。人類は350万年の歴史があり、その間ず
っと平均６人の子供を生んでいた。現在のように一生涯に一人か二人しか生まないというのは人類史上
初めての経験なのです。』 
大島宏彦ガバナーのスピーチ 
 『豊田地区の５クラブは創立以来４５年、３５年、２５年、１５年、５年と１０年ごとに新しいクラブが生まれ
るという構成が大変よく、バランスがとれています。 RIのテーマ「ロータリーを祝おう」の地区行事は、万
博だけに絞りました。開幕以降の運営はまだ課題山積ですが、なんとか「愛・地球博」を成功させ、ロータ
リー巻き返しの起爆剤としたいと思います。』 
 例会終了後懇親食事会となり和やかな雰囲気でお開きとなりました。 

西名古屋分区③

日時：2004年10月５日（火） 
名古屋RC、名古屋中RC、名古屋大須RC、名古屋栄RC 

合同例会に先立ち、４ＲＣの会長、幹事との懇談会が開催され、各ＲＣ
より本年度の活動方針を報告し、また大島ガバナーより様々なご苦労
話しや、ユーモアを交えたお話を承るなど、大変和やかな懇談会となり
ました。 

４ＲＣ合同例会は毎年恒例の行事ということもあり、また名古屋RCは大島ガバナー、安藤地区幹事の母
体クラブでもありますので、仰々しさを押さえ、形式主義に走らないように、できる限り普段着の例会を心
がけました。 
 

合同例会では、たまたま大島ガバナーにご縁の深い中日ドラゴンズがリーグ優勝した直後の公式訪問で
あったということもあり、時折ドラゴンズの話題を織り交ぜながら、職業奉仕並びに万博ロータリー館の建
設・運営に関するガバナー方針を伺いました。 

その後は立食例会に移り、大島ガバナーと４ＲＣ会員の皆様との交流が和やかに行なわれました。 

東名古屋分区②

日時：2004年10月８日 
名古屋北RC、名古屋守山RC、名古屋名北RC、名古屋錦RC 
 

 名古屋市中区の東急ホテルにおいて、大島ガバナー、安藤地区幹事

と４ロータリークラブの会長幹事との懇談会が、午前１０時半から１２時
迄の１時間半にわたって開催されました。 

 各クラブより本年度の運営方針の発表と大島ガバナーより適切なアドバイスがありました。大島ガバナ
ーのアドバイスのうち、ロータリークラブの活動で、必要な事と省略しても差し支えのない事を明確に区別
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し、クラブ運営を身軽にする必要があるという話をうかがい、もっともな事だと思い今後のクラブ運営の参
考にしたいと思いました。 
 ただし万博でのロータリー館の運営については、大変神経を使わなければならない事等のお話があり
ました。 
 退会防止についても、家族特に奥様のロータリークラブへの関与を深くすることが重要であるとのお話
もうかがいました。 
 例会での卓話の内容は、ロータリー活動の基本に関わるお話をうかがい大いに参考になりました。 
 大変なごやかな雰囲気のうちに、公式訪問行事を終えることができました。 

西尾張分区③

日時：2004年10月13日（水） 
尾張中央RC、稲沢RC、西春日井RC 
 

 

 大島宏彦ガバナー、安藤重良地区幹事をお迎えして、三クラブ合同の
例会が名鉄グランドホテルにて開催されました。  
 １０時３０分からの会長・幹事懇談会では、緊張気味な私達に終始にこ
やかで和やかな雰囲気をかもしだしていただき、三クラブそれぞれの 

諸問題に対し適切なるご助言、ご指導をいただき感謝しております。 

 合同例会では、“ロータリーを祝おう”のＲＩテーマから“愛知万博を成功させよう”と結ばれ、ロータリアン
の結束を唱えられました。 
 ２７６０地区最後のガバナー訪問となった本日、中日ドラゴンズ優勝の話題にも花が咲きました。親、
子、孫クラブの三クラブですが、今後共、交友を深め活動していきたいと思います。 

▲上へ戻る
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創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ

 日 時 2004年９月１８日（土）

 場 所 グレイセル

会長：長江 克彦
幹事：加藤 眞言

 当クラブは、９月１８日（土）瀬戸のグレイセルに於いて、創立４５周年記念式典を行いました。当日は

名誉会員であり、瀬戸市長の増岡 錦也様、ＲＩ第２７６０地区ガバナー大島宏彦様、東尾張分区ガバナ

ー補佐小川 征一様始め分区内会長の皆様、多数の来賓のご出席を頂きました。 

 瀬戸ロータリークラブは名古屋ロータリークラブのご尽力により、昭和３４年８月２４日設立９月１１日に

認証と瀬戸地域の職業を代表する２２名のチャーターメンバーによりスタートいたしました。４５年間２７０

余名の会員が在籍し、数多くの奉仕を展開し足跡を残してまいりました。又、尾張旭、瀬戸北、両クラブ

に続いて３年前には愛知長久手ロータリークラブ設立に携わってまいりました。  

 本年度ＲＩは１００周年を迎えテーマを「ロータリーを祝おう」として、あなたのクラブで、職場で、地域社

会で、私たちの世界で祝おうと呼びかけております。その呼びかけに協調し記念事業として、瀬戸市が

掲げる「せと・やきもの世界大交流のイベント」の一助にと願い、又―愛・地球博―の開催を契機にオー

プンする、瀬戸市のさらなる飛躍の要諦と期待されております「パルティせと」「瀬戸蔵」にそれぞれ大型

プラズマディスプレイを寄贈、ロータリー財団、米山記念奨学会、そして瀬戸市民業界あげて取り組んで

いる愛・地球博記念事業やきものモニュメント共同出展への寄付を奨学会、そして瀬戸市民業界あげて

取り組んでいる愛・地球博記念事業やきものモニュメント共同出展への寄付をいたしました。式典の後Ｎ
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ＨＫテレビ「男は度胸」の徳川吉宗役でお茶の間の人気を得るなど、最近ではＮＨＫ「地球に好奇心」など

ナレーションも多く、活動してみえる俳優の浜畑 賢吉氏により、テーマ「俳優が覗いた世界」と題して記

念講演が行なわれ、その後懇親会に入り、東尾張分区ガバナー補佐小川 征一様の乾杯の音頭で始ま

り、食事をとりながら会員相互の親睦を深めました。最後に皆手をつないで輪になり、ソングリーダーの

もとに「手に手つないで」を合唱しながら、クラブの５０周年へ向けての一層の発展と会員の友情をますま

す深め合い、大いにロータリーをお祝いしました。

▲上へ戻る
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ガバナー月信 Vol.６  １２月 メニュー

■ガバナーメッセージ ■家族月間によせて ■ガバナー補佐訪問を終えて ■ガバナー公式訪問 

■創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ ■創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ 

■創立３５周年記念式典 名古屋中ＲＣ ■ローターアクト国内研修 ■ＧＳＥ派遣メンバー決定報告および紹介 

■第１回環境保全委員長会議 ■広報・雑誌委員会委員長会議 ■ロータリー館竣工 

■話の泉⑦ 「カラス事始め」後編 ■話の泉⑧ 「産業観光都市 名古屋」 ■今月のカレンダー 

■文庫通信 ■ハイライトよねやま ５７号 ■出席報告（１０月分 EXCEL形式）

創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ

 今年はＲＩ創立１００周年という記念すべき年にあたりますが、我が名古屋空港ロータリークラブは創立

３０周年を迎えることとなり、これを祝して、平成１６年１０月４日(月)午後３時から、名古屋能楽堂におい

て、名古屋空港ロータリークラブ創立３０周年記念式典を開催しました。 

 当日は、地区代表の豊山町長江崎定男様、名古屋空港長武田洋樹様、ＲＩ２７６０地区大島宏彦ガバ

ナーをはじめ、遠方からは、国内では友好クラブの広島空港ＲＣや国内姉妹クラブの松本空港ＲＣの皆

さんや、海外からは姉妹クラブの香港九龍西ＲＣ、フィリピンマカティウエストＲＣ、タイチャンパークチェン

マイＲＣの皆さんのご来臨を賜り、これを迎えての当会員は全員がタキシードに身を包むという姿で、盛

大な記念式典となりました。 

 山田幹雄実行委員長の元、金井和治会員の司会で順調に進み、ロータリー財団への寄付等の記念事

業の発表等に続いて、クラブ功労者の表彰やご来賓の方々からのご祝辞等でおよそ一時間にわたる式

典を終え、しばし休憩の後に、能の鑑賞となりました。演目は「猩々」(ショウジョウ)です。祝言の能です

が、中国の想像上の動物で、サルのような顔をして、毛は朱紅色で酒好きというから、当然、この後は祝

宴に入るわけです。 

 場所は、能楽堂から徒歩でも５分程のウェスティンナゴヤキャッスルは天守の間。開宴は定刻の午後５

時４５分。市川孝会員の司会で、中林正人式典委員長の開宴の挨拶から始まり、パストガバナー福田浩

三会員の挨拶を経て全員で乾杯すれば、もう後は説明するまでもありません。和気藹々とした雰囲気の

中で、各姉妹クラブからご挨拶を頂き、アトラクションでは、作曲家兼歌手の中村泰士さんが全員を巻き

込んでの歌謡ショーとなり、実に楽しい一日となりました。こうして最後は、全員手に手つないでおひらき

となったわけですが、ほろ酔い加減の頭の片隅では、これからのロータリーに想いを馳せ、より一層親睦

の和を広げなければと思った次第でした。

名古屋空港ロータリークラブ
      社会奉仕委員会委員長  串田 正克

▲上へ戻る
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ガバナー月信 Vol.６  １２月 メニュー

■ガバナーメッセージ ■家族月間によせて ■ガバナー補佐訪問を終えて ■ガバナー公式訪問 

■創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ ■創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ 

■創立３５周年記念式典 名古屋中ＲＣ ■ローターアクト国内研修 ■ＧＳＥ派遣メンバー決定報告および紹介 

■第１回環境保全委員長会議 ■広報・雑誌委員会委員長会議 ■ロータリー館竣工 

■話の泉⑦ 「カラス事始め」後編 ■話の泉⑧ 「産業観光都市 名古屋」 ■今月のカレンダー 

■文庫通信 ■ハイライトよねやま ５７号 ■出席報告（１０月分 EXCEL形式）

創立３５周年記念式典 名古屋中ＲＣ

 日 時 2004年１０月４日（月）

 場 所 名古屋観光ホテル

 名古屋中ＲＣは、１９６９年１０月６日堀江初代会長はじめ２４名で「若さと品格、そして楽しいクラブ」を

モットーに発足し現在チャーターメンバー６名を含め１４１名のクラブに成長出来ました事は、スポンサー

クラブの名古屋ＲＣはじめ２７６０地区の皆様方のご指導、ご協力の賜と深謝申し上げます。 

 名古屋中ＲＣの周年事業は１０や２０という０のつく年度は外に向かって５や１５など５がつく年度は脚

下照願の慣習です。記念事業の第一は、ＲＩ直前理事菅生浩三氏の記念講演会「サービスと職業奉仕」

第二は、会員全員による「素晴らしき仲間達、心を語る」  第三は、ヤマハジュニアオリジナルコンサート

の開催 第四は、１０周年の時寄贈した時計塔（鶴舞公園内子供の広場）時計の補修費１５０万円を名

古屋市に、寄贈します。

 
記念事業報告（夏目実行委員長）

  
山内会長と名古屋市昭和土木事務所長
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来賓挨拶（大島ガバナー）

 
記念演奏会（ヤマハジュニアオリジナルコンサート）

記念講演会 

 人間は、どんなに偉くても１人では生きていけません。皆、社会の中で、人様のお陰で生きている訳で

す。しかも、動物的に生きているだけではなく、精神的に、心を持って生きています。だからこそ、人のた

めに尽くすことが自分の幸せとなる訳です。自分の職業をしっかりやる処にサービスがある。なぜか。人

間とはニーズの塊です。沢山の欲望がある。こうしたニーズの大部分は、自分というより、他人から、他

人の職業活動によって満たしてもらうものです。ですから、自分の職業を一生懸命やることは、他人のニ

ーズを満たすために尽くしているということになります。 

 サービスという考え方と、職業奉仕活動という実行の仕方。職業奉仕活動に余裕があれば、地域社

会、あるいは国際社会に対するサービスにまで手を広げればよい。こうしたサービスの理念はロータリー

の専売特許ではありません。人間が社会の中で生き、幸せになるための真理です。ただ、そのことに気

づかない人や、気づいてもできない人が沢山いますから、ロータリーが一生懸命提唱しているわけです。

ロータリーという組織の社会的意義はそこにあって、考え方と行動原理は疑いの余地のない基本的な真

理の上に立脚しているから、永遠になくならない。我々は、こういう組織に身を置く幸せをもっと自覚しな

くてはいけないと思います。 

 
記念講演会 （菅生２６６０地区パストガバナー）

▲上へ戻る
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ガバナー月信 Vol.６  １２月 メニュー

■ガバナーメッセージ ■家族月間によせて ■ガバナー補佐訪問を終えて ■ガバナー公式訪問 

■創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ ■創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ 

■創立３５周年記念式典 名古屋中ＲＣ ■ローターアクト国内研修 ■ＧＳＥ派遣メンバー決定報告および紹介 

■第１回環境保全委員長会議 ■広報・雑誌委員会委員長会議 ■ロータリー館竣工 

■話の泉⑦ 「カラス事始め」後編 ■話の泉⑧ 「産業観光都市 名古屋」 ■今月のカレンダー 

■文庫通信 ■ハイライトよねやま ５７号 ■出席報告（１０月分 EXCEL形式）

ローターアクト国内研修

  

 日 時 2004年９月２５日（土）～２６日（日） １泊２日

 研修先 Ｒ.Ｉ.２６５０地区 京都・奈良

 テーマ 新しい仲間との出合い・新しい自分を発見しよう

 本年度の国内研修は地区テーマ「ふるさと」に基づき京都・奈良を訪れました。アクター４４名、ロータリ

ーより地区委員２名が同行して名古屋よりバスで出発。まず京都の月桂冠の見学、白壁土蔵の酒蔵で

酒造用具類の保存方法の説明を受けました。今も良質の水や豊かな自然に恵まれており伏見の酒造り

の歴史を見ることができました。 

 宿泊先の三條大橋付近の商店街を散策して賑やかで食の京都を知ることができました。 

 夕方より古民家を借りて、第２６５０地区のアクターとの情報交換会を行いました。ロータリーより大島

國裕地区ローターアクト委員長及び多根井則博地区ローターアクト代表始め多くのロータリアンとアクタ

ーの参加を頂きました。 

 大島地区ローターアクト委員長より貴地区は世界的に活躍しているイチローとリーグ優勝したドラゴン

ズ、中部国際空港、国際博覧会と愛知県は燃えている。アクターの皆様頑張って活躍して下さいと歓迎

と激励の挨拶を頂きました。次に多根井地区ローターアクト代表の歓迎挨拶では当地区にも最近会員が

減少している。現在はクラブ数が３６で会員数が４７１名となっている。「Burning－アクトハートに火をつけ

ろ」を本年度の地区テーマとして、会員増強を主眼とした活動を行っている。２７６０地区の皆様との本日

の情報交換会を期待していると挨拶がありました。 

 情報交換会のテーマは「会員増強について」として地区間の問題など時間をオーバーして熱心な話し

合いが行われました。当地区にとって有意義な意見交換でありました。夜の懇親会では土田地区ロータ
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ーアクト代表より、２６５０地区の福井に対して災害復旧支援の義援金が贈られました。アクターの交流

は懇親会を通して行われて大いに友情を深めておりました。 

 ２日目は奈良に移動して、薬師寺に参拝、焼失して復興された西塔、長年の風雪に耐えた六重に見え

る三重の東塔、その光景は印象的でした。また、写経をこの年になって初めて体験しました。僧侶より写

経の文字は一文字一文字は仏のありのままの姿であると聞きました。写経用紙に手本の上に重ねて墨

筆で書き写しをするだけであるが気持ちが落ち着き何かに集中することができました。帰路のバスの中

では、各チーム別に体験報告が行われました。今回の国内研修では、目的のＲ.Ｉ.２６５０地区アクターと

の交流及び情報交換を行うことによって日本の文化を学習できたと思います。 

 最後に２６５０地区の皆様のご協力で国内研修が無事行われましたことを厚くお礼申し上げます。

地区ローターアクト委員会

委員長 高木 博

▲上へ戻る
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ガバナー月信 Vol.６  １２月 メニュー

■ガバナーメッセージ ■家族月間によせて ■ガバナー補佐訪問を終えて ■ガバナー公式訪問 

■創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ ■創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ 

■創立３５周年記念式典 名古屋中ＲＣ ■ローターアクト国内研修 ■ＧＳＥ派遣メンバー決定報告および紹介 

■第１回環境保全委員長会議 ■広報・雑誌委員会委員長会議 ■ロータリー館竣工 

■話の泉⑦ 「カラス事始め」後編 ■話の泉⑧ 「産業観光都市 名古屋」 ■今月のカレンダー 

■文庫通信 ■ハイライトよねやま ５７号 ■出席報告（１０月分 EXCEL形式）

ＲＩＤ２７６０研究グループ交換（GSE）チーム 「１００周年記念ＧＳＥチーム」  

派遣メンバー決定 いよいよ来春 「カナダ」へ！

地区ＧＳＥ委員会 委員長 矢形 修己

→メンバー紹介はこちらから

 研究グループ交換（Group Study Exchange） 委員会は、ロータリー財団事業の一つとして、１９６５年に

発足した非常に重要な国際交流プログラムです。若い実業人及び専門的職業人に他国の職業と文化に

ついて交流と親睦の場をつくり真の国際理解を促進することを目的としています。 

 来る２００４年１０月１６日（土曜） 名古屋クロイゾンスクエアラウンジ（安藤地区幹事 オフィス）にて今

年度国際ロータリー第２７６０地区 研究グループ交換（ＧＳＥ）派遣メンバー「１００周年記念ＧＳＥチー

ム」の選考試験が行われました。ロータリー財団委員長、ＧＳＥ派遣リーダー、地区ＧＳＥ委員、１２名が

参加 書類選考にて７名 面接、英会話などを通して５名の方々が第１次試験を通過しました。１０月２９

日（金曜）大島ガバナー、安藤地区幹事、杉浦財団担当地区副幹事、ＧＳＥ委員会にて最終選考の結

果、４名の正規メンバー、１名の補欠メンバーが選ばれました。詳細については下記 ご参照ください。 

 今後、１２時間強のロータリークラブ、ロータリー財団についてのオリエンテーション、愛知県など地区

の紹介プレゼンテーションの作成など６ヶ月間にわたる研修を行い、派遣させていただく予定です。 

 ご協力各クラブ様には優秀なメンバーをご推薦いただき、厚く御礼申し上げます。おかげさまで、すば

らしい方々を決定させていただけたと思います。是非、次回につきましても、多数の応募いただけますよ

う、重ねてご協力のお願いを申し上げる次第であります。 

２００４～２００５年度 研究グループ交換派遣メンバー 要項 

 

１． 派遣先 ＲＩ第５３７０地区。カナダの４州 

   （アルバータ州・ノースイーストブリティッシュコロンビア州・ウエストサスカチュアン州・ 

    ノースウエスト準州イエローナイフ）でカバーする地域。 

２． 派遣期間 ２００５年５月７日～６月５日までを予定 

３． 費用 往復航空運賃はロータリー財団、滞在費はＲＩ第５３７０地区が負担 

４． 派遣人員 ４名 （応募者の中より選考委員会で決定） 

５． 応募資格要件 

   ①ロータリアンとその直系親族を除く日本人。 

   ②愛知県内に居住又は勤務する２５才から４０才までの健康な方で性別は問いません。 

   ③専門職業の実務経験が少なくとも２年以上ある常勤の正社員で、帰国後もその実務の 

     従事する見込みのある人（公務員・教職員も含む）。 

   ④日常の英会話が出来る人。

▲上へ戻る
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ガバナー月信 Vol.６  １２月 メニュー

■ガバナーメッセージ ■家族月間によせて ■ガバナー補佐訪問を終えて ■ガバナー公式訪問 

■創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ ■創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ 

■創立３５周年記念式典 名古屋中ＲＣ ■ローターアクト国内研修 ■ＧＳＥ派遣メンバー決定報告および紹介 

■第１回環境保全委員長会議 ■広報・雑誌委員会委員長会議 ■ロータリー館竣工 

■話の泉⑦ 「カラス事始め」後編 ■話の泉⑧ 「産業観光都市 名古屋」 ■今月のカレンダー 

■文庫通信 ■ハイライトよねやま ５７号 ■出席報告（１０月分 EXCEL形式）

２００４～２００５年度 派遣ＧＳＥチーム

■チームリーダー

 

氏名 

生年月日 

職業 

 

所属クラブ 

プロフィール  

 

硲 伸夫 

１９３８年１２月２１日 

元・トヨタ自動車 技術職 

矢作川水源の森間代材利用プロジェクト 実行委員長などの奉仕活動 

豊田西ＲＣ 

趣味→ワイン、ドライブ、旅行、ゴルフ 

目的→カナダの森林保護活動、交通事情などを勉強したいと思います

■派遣メンバー

 

氏名 

生年月日 

職業 

ｽﾎﾟﾝｻｰＲＣ 

プロフィール  

井上 貴美子 

１９７７年５月２１日 

結婚式場コーラス 

豊田西ＲＣ 

趣味→美味しい物を食べたり、お酒を飲むこと 

目的→私が普段学んでいる日本の美しい歌曲を広く世界の方々に知って頂きた

いという事と、逆に訪問先の現地の方々の生活に密着した芸術文化を肌で感じ

たい

 

氏名 

生年月日 

職業 

ｽﾎﾟﾝｻｰＲＣ 

プロフィール  

松原 亜希子 

１９７２年１０月２１日 

松下電工（株）電器分社 営業企画 

名古屋北ＲＣ 

特技・趣味→絶対音感 ピアノ ドライブ 

目的→カナダの家電業界と流通業界を肌で感じて、これからの自分の仕事であ

る販売促進企画に役立てたいです。

 

氏名 

生年月日 

職業 

ｽﾎﾟﾝｻｰＲＣ 

プロフィール 

河村 明香 

１９７６年９月２６日 

南山学園 学長室 （事務職員） 

名古屋東ＲＣ 

趣味→海外旅行 

Page 1 of 2２００４～２００５年度派遣ＧＳＥチーム

2008/11/03http://www.05-06governor2760.org/information/200412/houkoku/haken.html



目的→GSEプログラムの貴重な経験を大切に国際交流に貢献していきたいで

す。

 

氏名 

生年月日 

職業 

ｽﾎﾟﾝｻｰＲＣ 

プロフィール 

平井 哲 

１９７０年９月２３日 

名鉄グランドホテル 

あまＲＣ 

特技、趣味→スポーツ、映画鑑賞、子供と遊ぶこと 

目的→カナダのホテルをしっかり見聞したい（大自然を満喫）

▲上へ戻る
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■ガバナーメッセージ ■家族月間によせて ■ガバナー補佐訪問を終えて ■ガバナー公式訪問 

■創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ ■創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ 
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■第１回環境保全委員長会議 ■広報・雑誌委員会委員長会議 ■ロータリー館竣工 
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■文庫通信 ■ハイライトよねやま ５７号 ■出席報告（１０月分 EXCEL形式）

第１回環境保全委員長会議 

 日 時 2004年９月２４日（金）

 場 所 ウェスティンナゴヤキャッスル

 ２００４～２００５年度第２７６０地区第一回環境保全委員長会議が、 名古屋和合ロータリークラブホスト

のもと、大島宏彦ガバナー、安藤重良地区幹事、楠 吉邦地区副幹事、福田清成パストガバナー 、岡部

快圓パストガバナー、石田弘幸地区社会奉仕委員長、天野名古屋和合ロータリー クラブ会長、稲川幹

事をはじめ、地区内８０クラブから、環境保全委員長、社会奉仕委員長他約１００名の参加を頂き開催し

ました。 

 今まで、地区環境保全委員会では地区内各クラブの環境保全活動の状況を調査し、年 度の環境保全

活動の参考になるような情報提供を行って参りました。調査の結果、当然 のこととは言え、各クラブの環

境保全活動のほとんどがテリトリー内の活動でした。昨今、国境を超え、地域と地域が連帯した奉仕活

動が盛んに行われるようになってきています。身近な所の環境保全活動の重要性は勿論のことでありま

すが、近年、地球的規模の環境問題がクローズアップされ、特に、アジア地域での環境破壊の加速度的

な拡散については大きな問題になってきています。来年には、国際的な国家プロジェクトとして愛知万博

が開催され、今迄にも増して、この地域の国際化が期待され、また、私達も世界に目を向ける必要があ

ります。 

 この地域には、国際連合地域開発センターという日本政府とこの地域の行政や経済界 が、３０数年前

に鳴り物入りで誘致したニューヨークにある国際連合の本部機関があり、ケニアのナイロビにアフリカ事
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務所を、コロンビアのボゴタに南アメリカ事務所を設置して、開発途上国の支援を行っています。特に最

近、国連地域開発センターでは開発途上国の環境問題を取り上げ、対応をしていこうと活動を開始しま

した。そこで、今回の会議では、国連地域開発センター小野川和延所長に「地球規模の環境問題の解決

に向けたロータリークラブと国連地域開発センターとのパートナーシップの構築」と題して 、いろいろな事

例をあげて講演を頂き、ロータリークラブとして取り組むことが可能な国際的な環境保全活動のメニュー

の提示をして頂きました。ロータリークラブは奉仕の理想を掲げた国際的なネットワークを持つ最大の民

間組織であります。これからは、ロータリークラブの環境保全活動も地域の活動から、更に、世界での活

動をも視野に入れる時が来ているように思われます。

地区環境保全委員会 委員長 國分 孝雄

▲上へ戻る
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■ガバナーメッセージ ■家族月間によせて ■ガバナー補佐訪問を終えて ■ガバナー公式訪問 

■創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ ■創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ 
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国際博覧会協会 

中村事務総長

 

広報・雑誌委員会委員長会議

地区広報委員会

委員長 石垣 昭快

 日 時 2004年１０月２２日（金）

 場 所 名鉄ニューグランドホテル

 ９７名の委員長と８名の特別出席者をお迎えして盛大に行われました。 

 大島ガバナーの挨拶の後、ロータリー館館長（パストガバナー）の豊島德三さんから「ロータリー館」に

ついての現状報告をされ、その中で大阪のロータリー世界大会の剰余金２０００万円が振り込まれてき

て、目標額までもう少しというところまできている。 

 そして次に「愛・地球博（愛知万博）の成功をめざして」を（財）２００５年日本国際博覧会協会・事務総長

の中村利雄様から万博の現状報告をお聞きしました。 

 「月刊ロータリーの友」についてロータリーの友地区委員の松前憲典（一宮中央ＲＣ）さんよりロータリー

の友の縦組、横組のいろいろな話をお聞きすることができました。 

 次に「月刊ロータリーの友」編集方針についてロータリーの友編集長二神典子様よりお聞きし、その中

で各ロータリークラブのホームページはいろいろな所に無断でリンクしているが著作権の問題があるの

で許可を取るようにしてください。と言うお話がとても印象的でした。 

 最後に地区インターネット委員長の坂本 晃（名古屋名南ＲＣ）さんから「２７６０地区のＩＴ化の状況」の

お話をお聞きしました。 

 二時間にわたる合同委員長会議でしたが皆様のご協力により無事終了することができました。

▲上へ戻る
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ロータリー館竣工 

 愛・地球博の長久手会場内に建設していましたロータリー館がほぼ出来上がりましたので２００４年１１

月６日(土)の１１：００からロータリー館の竣工セレモニーが行われました。 

 出席者は、内藤明人（国際博委員長）豊島德三（ロータリー館館長）をはじめ事務局と設計者・国分設

計および施工・矢作建設のかたがたで約４０名でした。 

 内藤委員長のあいさつ、豊島館長の挨拶の後、国分設計の国分孝雄社長からロータリー館の概要説

明があり、矢作建設から建設の経過と建物の説明がありました。その後、鍵の受け渡しと関係書類をう

けとり、最後に矢作建設の深草副社長の挨拶でセレモニーを終えました。 

 今後の予定は、２００５年２月２５日に事務局が移転し、３月３日に開館式、３月２５日に国際博のオープ

ンとなります。 

 オープン前の見学希望者は、事務局まで連絡してください。また、人場券も僅かですが手持ちがありま

すのでお知らせください。
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▲上へ戻る
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名古屋東ＲＣ 田中 徹弥 （有限会社 セントラルパックス 取締役社長）

 このカラス捕獲作戦には、ゴルフ仲間とで賭けが有りました。前編に記載されました藤岡カントリークラ

ブの小屋にカラスが入居するかしないかの賭けです。普段、遊びには意見一致の仲間なのに、入居する

という小生に対し、全員が大笑いして取り合ってくれません。そこで賭けが成立したのです。 

 当時、例の有名芸能人タモリ氏が、盛んに名古屋人を皮肉って、ミャーミャーとか、おミャーさん、キャ

ーシャとかやっており、名古屋人はエビフリャーが大好きなどと煽りたてていました。それならこれに悪の

りして、エビフリャーを賭けようと言うことになり、一対十三の賭けが始まりました。しめたと小生は一人ほ

くそ笑んで大張りきりで小屋の仕掛け作りに走り回ったものです。特に囮が手に入れば、もう勝ったも同

然ですからね。 

 賭けの期限は高速道パーキングにカラスを置き去りにしてから一ヶ月後に迫っておりました。 

囮の居ない小屋はそれから 

 囮はもう居ません。希望のなくなった闘いに何とか、おカラス様にご入居願おうと小屋に菓子を入れた

り、クルミを置いたり、手を尽くしましたが、ついに終了のゴングが鳴り、賭けの精算になりました。お一人

様三千円也のエビフリャーを全員に振る舞う羽目に至った訳です。 

エビフリャーを交渉する 

 名古屋市のエビ専門店を回りました。名古屋式背開きで二枚にしたエビのフリャー一人前二匹ずつをメ

インにし、飲み物も付けてと言う条件で数件をまわり、これという店でマスターに交渉を始めたところ、「そ

んなー三千円なんて！？」と躊躇うので、幾らなら受けてくれると尋ねると、「当店ではどんなに工夫して

も、千三百円以上は頂けない」と言います。そこを何とか三千円でやってくれと頼み込んだのです。それ

は見事な見栄えのする名古屋式エビフリャーでした。諸兄皆これ以上ない満面の笑顔でカラスの功徳を

称えていましたが、小生未だ負けたとは全く思っておりません。囮があって再度挑戦すれば今度は必ず

勝つはずですから。しかし再挑戦するには大きな壁がたちはだかっている事を知る事になりました。 
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数少ない名古屋人好み ２枚開きエビフライ（奈良ホテル）

鳥獣保護及狩猟に関する法律 

 まずこの作戦でカラスを捕獲したとします。カラスをどう始末したでしょうか。どのように始末するか迄は

全く考えても居ませんでした。ただもう何としても退治してやろうの一念でしたから。捕獲したら法律違反

です。その上処分など思いもよりません。ですから捕獲できなくて良かったと思っています。カラスについ

ても前記法律により、都道府県知事に事前届けを要することが判り、以来カラスを捕獲するなど考えるこ

とも無くなりました。このときのカラス作戦を機会に皆さんから次から次と、カラスについてのお知らせを

頂き、広い広いカラスの世界を知ることになりました。 

カラスの卓話十回 

 カラスがどこで何したとか、カラスがどう遊んでいるか、どこそこのカラスは白い、エジプトのカラスは茶

色、神の使いであるカラスは三本足、バナーの紋章がカラスであるポルトガルのロータリークラブ、スカ

ンジナビアのオジンの神の肩に止まっている二羽のカラスは毎朝世界の出来事を報告している、ロンド

ン塔の七羽のカラスは王室の保護の下にある、権兵衛が種播きゃカラスがほぜくる、熊野三社の宮司さ

んはカラスについてお尋ねの電話をすると「電話で答えるとしても一時間ほどかかるが宜しいか」とおっ

しゃる。 

 などなど、おカラス様の諸々の資料が集まり、実際に見聞したりして資料も豊富になり、ロータリー卓話

も十回に至りました。資料はコンピューターに蓄積してきましたので、ホームページを立ち上げ、公開した

いと準備を始めて居るこの頃です。 

日本サッカー代表エンブレム 
三本足のカラス

 
英国王室御用達ＲＡＶＥＮ（大ガラス）ロンドン塔在住 

名古屋東ＲＣ会員 増田君撮影 ２００４年８月
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三重県海山町 権兵衛の里 
「種まき権兵衛」像

 
春分の日 権兵衛踊り 

「ずんべら節」（三重県海山町）

那智大社前 八咫カラス像
 

熊野三社 八咫カラス

 

▲上へ戻る
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ガバナー月信 Vol.６  １２月 メニュー

■ガバナーメッセージ ■家族月間によせて ■ガバナー補佐訪問を終えて ■ガバナー公式訪問 

■創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ ■創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ 

■創立３５周年記念式典 名古屋中ＲＣ ■ローターアクト国内研修 ■ＧＳＥ派遣メンバー決定報告および紹介 

■第１回環境保全委員長会議 ■広報・雑誌委員会委員長会議 ■ロータリー館竣工 

■話の泉⑦ 「カラス事始め」後編 ■話の泉⑧ 「産業観光都市 名古屋」 ■今月のカレンダー 

■文庫通信 ■ハイライトよねやま ５７号 ■出席報告（１０月分 EXCEL形式）

名古屋ＲＣ 須田 寬 （東海旅客鉄道株式会社 相談役）

「産業観光都市」 名古屋

 名古屋は「観光都市ではない」という人がいます。名古屋はいわゆる商工業都市、即ちものづくりの盛

んな都市です。しかしこのことは「観光都市」となることとは何も矛盾するものではありません。むしろもの

づくりの都市ならではの観光資源がそこには集積されているのです。 

 まず市内には産業技術記念館、ノリタケの森をはじめ、貴重な資料を集めた産業博物館が沢山ありま

す。また、多くの見学者を受け入れる工場見学の対象箇所もあり、伝統産業の町工場が横に連携して

「西区ものづくりの道」という観光名所をつくろうという動きもあります。最近「観光」のニーズも変わってき

ました。従来の景観や史跡を訪れる観光だけでなく学習（学ぶ）観光、体験（何かをする）観光などへの

関心が高まってきました。ものづくりの町ならでは、またものづくりそのものを観光資源とする「産業観光」

が注目されるようになってきました。このような「産業観光都市」としては、名古屋は最先端をゆく都市と

いっても過言ではありません。 

 ところで名古屋は産業観光だけでなく従来型の歴史景観観光の面でも多くの観光資源があることを再

認識する必要があると思います。 

 戦災を受けた都市なのに市内のあちこちに江戸・明治時代につくられた古い町並みが残っています。

四間道、主税町、白壁町、有松など枚挙にいとまがありません。それらの町並みは高山、京都などのそ

れにも比肩する素晴しい姿で残されています。復元城ではあるが正確な図面のもとに復元された名古屋

城（国宝の障壁画も健在）、伊勢神宮と共にわが国の神社の最高峰に位置づけられる熱田神宮、江戸

時代の庶民文化の名残りを残す史跡の数々が市内に点在しています。歴史的考証のうえ、これらを体

系化して情報発信することができれば名古屋は伝統歴史都市として大きい位置を占めることがわかりま

す。また景観の面でも戦後の優れた都市計画、デザイン博を機に一新された都市の景観美がそこにあり

ます。名駅、栄周辺では近代的な都市づくりが進み、景観を一変しつつあります。市内の高所からの展

望も素晴しく、御岳、恵那山、白山系、伊吹山など周辺の名山が名古屋から一望できます。このような景

観が見られるところは大都市では極めて稀な例なのです。こう考えると伝統的な歴史、景観観光でも名

古屋はその資源に恵まれており、さらに新しい大都市観光の対象もそこに育ちつつあるのです。 
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 「観光」は非日常体験ともいわれます。名古屋に現住する市民にとってはこれらの貴重な観光資源は

あまりにも日常的で身近であるため、また「名古屋は生産都市」というイメージが強すぎるため観光資源

としての認識がやや不充分だったのではないでしょうか。私共他地方出身者にとっては、これほどの観

光資源を揃えた都市は珍しいとさえ思います。地元の人々が今一度自分たちの住むまちを見直し、また

歩いてみてその価値を再発見すること、それを他地域の人に情報発信することが強く望まれます。 

 市民の意識改革で名古屋を日本一の「産業観光都市」にしようではありませんか。 

  

 
（産業技術記念館）

 
（四間道）

▲上へ戻る
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年間予定表

確認したい月をクリックしていただくと、その月の予定が表示されます。

2004/7月・8月・9月・10月・11月・12月・2005/1月・2月・3月・4月・5月・6月

２００４年 １２月

  ８日（水）  2005年度米山奨学生 第１次選考会

 １１日（土）～１２日（日）  青少年交換 受入学生のための一泊交流会

 １５日（水）  2005国際博委員会・ロータリー館運営委員会

 ２５日（土）  米山学友・奨学生忘年会
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■ガバナーメッセージ ■家族月間によせて ■ガバナー補佐訪問を終えて ■ガバナー公式訪問 

■創立４５周年記念式典 瀬戸ＲＣ ■創立３０周年記念式典 名古屋空港ＲＣ 

■創立３５周年記念式典 名古屋中ＲＣ ■ローターアクト国内研修 ■ＧＳＥ派遣メンバー決定報告および紹介 

■第１回環境保全委員長会議 ■広報・雑誌委員会委員長会議 ■ロータリー館竣工 

■話の泉⑦ 「カラス事始め」後編 ■話の泉⑧ 「産業観光都市 名古屋」 ■今月のカレンダー 

■文庫通信 ■ハイライトよねやま ５７号 ■出席報告（１０月分 EXCEL形式）

文庫通信 （２０６号）

 このたびは昨年度の会計報告をさせて頂きます。今後ともロータリー文庫をご活用くださるようお願い

致します。 

ロータリー文庫 

２００３～２００４年度会計報告

(貸借対照表)

資   産 負  債

 現金 32,799  雇用保険料預り金 10,154

 普通預金 2,676,458  社会保険料預り金 246,654

 定期預金 10,000,000  負債合計 256,808

  正 味 財 産

 現金預金計 12,709,257  次期繰越剰余金 12,452,449

 合計 12,709,257  合計 12,709,257

(収支計算書)

収   入 支  出

 会費収入 31,795,950  委員会費 1,467,118

 雑収入 517,569  業務費 4,485,470

   賃貸管理費 9,191,880

   人件費 16,913,155

   予備費 552,100

 当期合計 32,313,519  当期合計 32,609,723

 前期繰越収支差額 12,748,653  当期収支差額 △ 296,204

 収入合計 45,062,172  次期繰越収支差額 12,452,449

ロータリー文庫 

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 abc 会館 7F 

TEL(03)3433-6456 FAX(03)3459-7506 http://www.rotary-bunko.gr.jp 

開館＝午前１０時～午後５時 休館＝土・日・祝祭日

▲上へ戻る
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ハイライトよねやま ５７ 

（財）ロータリー米山記念奨学会
２００４年１１月１２日発行

PDF版はこちら （クラブでの配布などにご自由にお使いください。） 
 

ニュース News

１．新潟県中越地震のお見舞いと奨学生安否情報の報告 

２．寄付金速報 ～米山月間の成果は…… 

３．2005学年度米山奨学金の申込状況 ～全国から1,221名が応募 

４．「留学交流」11月号にロータリー米山奨学金の事例紹介が掲載 

５．今年の「米山月間」を振り返って 

６．2003年度個人平均寄付額上位クラブに聞きました 

１．新潟県中越地震のお見舞いと奨学生安否情報の報告 

10月23日発生した新潟県中越地震では、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い

申し上げます。当会では、被害が大きいと見られる長岡市在住の米山奨学生8名に対

し、Ｅメールなど可能な連絡手段を通じて安否の確認を取りました。食器の損害、アパ

ートにヒビが入るなどの被害はあったものの8名全員が無事であることが確認されまし

た。奨学生の在籍する大学では、11月8日より授業を再開しています。 

5月にスタートしたカウンセラーメーリングリストにも、長岡東RCの杉本カウンセラーか

ら奨学生との連絡手段、異国の地で災害に遭遇した心身への配慮など、さまざまな点

について逐次情報が寄せられ、災害時の対応について、まさに生きた情報交換がなさ

れました。 

２．寄付金速報 ～米山月間の成果は…… 

10月までの寄付金は、前年同期と比べ2.8％減、約1千5百万円の減少でした。普通寄

付金が0.2％増、特別寄付金が5.0％減です。米山月間の成果がまだ表れていません

が、10月後半の米山関係者や奨学生の卓話により、これからご寄付いただくこともあ

りますので、今月に期待したいところです。引き続き米山功労者、地区大会記念寄付

などの推進に向けて、ＰＲ活動などご協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

３．2005学年度米山奨学金の申込状況 ～全国から1,221名が応募 
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今年は指定校371キャンパスへの計1,379名の推薦依頼に対し、315キャンパス

（84.9％）から計1,221名（88.5％）の応募がありました。推薦枠10名を受けたある大学

では、日本語ができる学生がいないとの理由から実際の推薦者が1名のみとなった例

もあり、地区が指定校・推薦枠を決定する前に、大学とより密なコンタクトを図ることが

望まれます。 

国籍別では、中国742名、韓国155名、台湾93名、マレーシア・バングラデシュ各30名

など、40の国籍・地域から申し込みがありました。また、課程別にみると、修士課程の

留学生が663名と過半数を占めており、博士課程は434名、学部課程は124名でした。 

来年1月中旬～2月上旬にかけて、地区選考委員会による書類選考・面接試験が実施

され、3月末には新規採用者481名が決定されます。 

 

４．「留学交流」11月号にロータリー米山奨学金の事例紹介が掲載 

 月刊「留学交流」11月号【独立行政法人日本学生支援機構編集・（株）ぎょうせい発

行】の特集『留学生の生活支援 －奨学金の在り方』で、当会の宮崎事務局長による

事例紹介「ロータリー米山奨学金における今後の留学生支援の展開」が4ページにわ

たって掲載されました。同誌は、留学生の派遣・受入や指導にあたる大学関係者・関

連団体の多くが購読する専門誌です。 詳しくは、こちらをご覧ください。 

 

５．今年の「米山月間」を振り返って 

寄付金が低迷する中での月間でした。今年は、広報のターゲットを“まだ米山奨学会

へ寄付をしていない人”、“米山奨学金制度をよく知らない人”に絞って準備を始めまし

た。月間資料としてロータリアン全員に配布した小冊子「米山奨学事業豆辞典」も、米

山奨学金が全地区共同事業であること、その使命と期待する奨学生像、そして寄付

金はどのように使われているかなどを分かりやすく説明することを目的に作成しました

（1部あたりの製作費は12円）。 

多くのクラブで、これを資料とし、奨学生をスピーカーとした卓話が進められました。手

元に送られてくるアンケートの多くは、米山奨学事業の理解に役立ったと好評でした

が、現行の制度、国籍の比率、支給額などに対して改善が必要であるとの意見もあり

ました。これらの貴重な意見を2006年の制度改編に役立てたいと思います。“日本の
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ロータリーの誇り”、“留学生は未来からの大使”に恥じない奨学事業へと更なる努力

を続ける所存です。                     （常務理事・事務局長 宮崎 幸

雄） 

 

 

例会で母国について発表する奨学生 

（第2760地区豊田中RC） 

６．2003年度個人平均寄付額上位クラブに聞きました 

米山奨学会では、寄付増進の方策を探る一環として、9月から10月にかけて、昨年度

の個人平均寄付額の上位クラブに対して、電話による寄付状況の聞き取り調査を行

いました。ご協力いただいたクラブの皆さまに感謝申し上げます。主だった取り組み、

意見をご紹介します。 

 

●委員長の苦労を軽減するために、普通寄付金とは別に、会費に含めて年20,000円

を納めてもらう方式にしている。 【2003年度個人平均寄付額全国第2位 D-2770吉川

イブニングRC】 

●クラブの伝統として、毎年米山奨学会へ30,000円ずつ寄付をしている。寄付すること

が当たり前という感覚で、米山に対する意識が高いのだと思う。 【全国第6位 D-2640

岸和田東RC】 

●世話クラブを引き受けることで、米山奨学生を身近に感じ、会員の方が気持ちよく寄

付してくださるようだ。 【全国第7位 D-2660大阪イブニングRC／全国第16位 D-2700

久留米東RC】 

●寄付袋を4種類（米山／財団／ニコニコBOX／インターアクト）設けて、例会の受付

テーブルに置いている。各々の会員が寄付したいときにその袋をもっていき、寄付金

を入れたら記名して提出するシステムを取っている。寄付の強要はしないが、毎年米

山委員長が積極的に呼びかけている。 【全国第19位 D-2650京都桂川RC】 
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また、同時に行った地区米山奨学委員長（前年度寄付の伸びた地区から任意に抜

粋）への聞き取り調査では、「寄付は強制するものではなく、会員の理解があって初め

て寄付をいただくもの」との点で、皆さんの意見が一致していました。「米山奨学事業

の理念・意義を理解してもらうためには、米山奨学生との交流が一番」という考えも共

通しており、奨学生を連れて卓話に回ったり、多少遠方のクラブにも世話クラブをお願

いしたりと、積極的に事業理解への取り組みをされた結果が、寄付につながっている

ようです。 

 

TOP 

                 以 上 

 

（財）ロータリー米山記念奨学会 
〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 abc会館ビル8Ｆ 

Tel:03-3434-8681  Fax:03-3578-8281 
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 
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会員数 会員数

2004年
7月１日

2004年
10月末日

10月 累計 10月 累計

半田 66 4 66 4 0 0 0 0 4
常滑 54 0 55 0 0 1 0 0 4
東海 52 2 53 2 0 1 0 0 4
東知多 22 1 22 1 0 0 0 0 4
半田南 50 1 51 1 1 2 0 1 4
知多 26 0 28 0 0 2 0 0 3
大府 26 0 28 0 0 2 0 0 4

7RC 296 8 303 8 1 8 0 1

一宮 80 0 81 0 0 5 0 4 4
津島 74 1 77 2 0 3 0 0 4
尾西 36 0 37 0 0 1 0 0 3

一宮北 61 0 61 0 0 0 0 0 5
稲沢 60 0 59 0 0 0 0 1 4
あま 93 0 94 0 0 1 0 0 3
西春日井 43 1 43 1 0 0 0 0 4
尾張中央 51 0 57 0 1 7 0 1 3
一宮中央 59 6 59 6 0 1 1 1 4

9RC 557 8 568 9 1 18 1 7

瀬戸 80 3 82 3 1 3 0 1 4
犬山 84 0 83 0 0 1 0 2 4
江南 60 1 59 1 0 0 0 1 3
小牧 71 2 69 2 0 0 0 2 4
春日井 62 4 64 4 0 2 0 0 4
尾張旭 29 0 28 0 0 0 0 1 5
名古屋空港 53 0 55 0 0 2 0 0 3

瀬戸北 68 3 75 4 0 7 0 0 4
岩倉 17 0 20 0 0 3 0 0 3
豊山・城北 28 1 28 1 0 0 0 0 4
愛知長久手 23 2 25 2 2 2 0 0 5

11RC 575 16 588 17 3 20 0 7
名古屋 189 0 196 0 2 9 1 2 4
名古屋西 99 0 107 0 0 8 0 0 4
名古屋南 113 0 116 0 0 3 0 0 4
名古屋みなと 84 0 86 0 1 3 0 1 5
名古屋東南 72 6 77 6 0 5 0 0 4

名古屋中 135 0 141 0 0 6 0 0 3
名古屋瑞穂 75 0 76 0 0 1 0 0 4
名古屋大須 65 2 66 2 0 2 1 1 4
名古屋栄 81 0 81 0 0 2 1 2 3
名古屋名南 83 13 83 13 0 0 0 0 4
名古屋名駅 90 2 103 2 0 13 0 0 4
名古屋西南 54 8 54 8 0 0 0 0 4

12RC 1,140 31 1,186 31 3 52 3 6

クラブ 平均

平均出席率 80

名 内女性 126

名 内女性 131

162 名

45 名

117 名

クラブ名

入会 退会
当月
女性

2004年
7月1日
女性

南
尾
張
分
区

西
尾
張
分
区

東
尾
張
分
区

西
名
古
屋
分
区

当月会員数 5,429

例会数
10月
出席率

差引純増会員数（累計）

2004年　7月１日会員数

地区内クラブ数　８０ＲＣ
5,313

当月平均出席率

増加会員数（累計）

減少会員数（累計）



10月 累計 10月 累計

名古屋北 97 0 97 0 1 3 1 3 5
名古屋東 90 0 94 0 0 4 0 0 3
名古屋守山 65 5 66 5 0 2 0 1 4
名古屋和合 103 0 104 0 0 1 0 0 3
名古屋名東 57 5 57 6 0 1 0 1 4
名古屋名北 50 8 50 8 0 1 0 1 4
名古屋千種 65 6 65 6 0 2 1 2 4
名古屋昭和 60 0 64 0 0 4 0 0 3
名古屋錦 36 8 38 8 0 2 0 0 4
名古屋東山 62 2 63 2 1 1 0 0 4

10RC 685 34 698 35 2 21 2 8
豊橋 118 4 122 4 0 4 0 0 4
蒲郡 66 0 65 0 0 0 0 1 5
豊橋北 93 2 97 2 0 4 0 0 4
豊川 68 0 68 0 0 0 0 0 4
田原 61 1 63 1 0 2 0 0 5
豊橋南 62 0 62 0 0 0 0 0 3
新城 60 0 60 0 0 0 0 0 4
渥美 38 0 42 0 0 4 0 0 4
奥三河 22 3 21 3 0 0 0 1 3
豊川宝飯 53 0 55 0 2 2 0 0 4
豊橋ゴールデン 71 0 72 0 0 1 0 0 4
田原パシフィック 68 0 69 0 0 1 0 0 4
豊橋東 47 0 47 0 0 1 0 0 4

13RC 827 10 843 10 2 19 0 2
岡崎 99 1 101 1 0 4 2 2 4
豊田 73 0 76 0 1 3 0 0 4
岡崎南 98 2 100 2 0 3 1 1 4
豊田西 100 0 103 0 0 4 0 1 3
岡崎東 73 0 72 0 0 0 1 1 3
豊田東 81 0 82 0 0 1 0 0 4
岡崎城南 75 0 75 0 0 0 0 0 4
豊田三好 24 3 27 4 0 3 0 0 3
豊田中 49 5 48 5 0 0 0 1 3

9RC 672 11 684 12 1 18 4 6
刈谷 86 0 84 0 1 1 1 3 3
安城 70 1 71 1 0 1 0 0 4
西尾 77 1 75 1 0 0 0 2 4
碧南 75 0 75 0 0 0 0 0 4
一色 35 0 34 0 0 0 0 1 4
高浜 42 2 45 3 3 3 0 0 4
知立 62 0 60 0 0 0 0 2 4
西尾ＫＩＲＡＲＡ 61 0 62 0 0 1 0 0 5
三河安城 53 4 53 4 0 0 0 0 4

9RC 561 8 559 9 4 6 1 8

2004年
7月1日
女性

例会数
10月
出席率

東
名
古
屋
分
区

東
三
河
分
区

西
三
河
中
分
区

クラブ名

西
三
河
分
区

退会会員数
2004年7
月1日

会員数
2004年
10月末

日

入会
当月
女性



☃冬期休暇のお知らせ☃ 

 

 

【ガバナー事務所】 

２００４年１２月２７日（月）～２００５年１月４日（火） 

 

 

【ガバナーエレクト事務所】 

２００４年１２月２７日（月）～２００５年１月４日（火） 

 

 

【地区事務所】 

２００４年１２月２７日（月）～２００５年１月４日（火） 

 

 

 

 

 
 ３つの事務所の冬期休暇を統一しました。 

 緊急の場合はガバナー事務所の留守番電話にメッセージを入れて下さい。 

 休暇中もメッセージのチェックは致します。 

（※E メールのチェックは出来ませんのでご注意下さい） 

                      



《重要なお知らせ》 

 
ロータリー米山記念奨学会への特別寄付金に対しては、税法上の優遇措置（寄付金

控除）が受けられます。１年間（１月～12 月）に１万円以上の特別寄付をされた方

には、来年１月末までに申告用領収書をクラブにお送りいたします。 
来年の確定申告は、12 月 30 日（木）までに入金されたご寄付が対象となります。 

 
 

                       以上 
 
 
この件に関するお問い合わせは下記まで。 

 
（財）ロータリー米山記念奨学会 
 広報・企画担当       峯 純子 (MINE, Junko) 
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 
                                 abc 会館ビル 8F 
TEL:  03-3434-8681 
FAX:  03-3578-8281 
E-mail: jmine@rotary-yoneyama.or.jp 
URL: http://www.rotary-yoneyama.or.jp 
 



 
 

 ■ガバナーごあいさつ １日目 ２日目  

 

 ■ＲＩ会長代理夫妻紹介 

 

 ■地区大会実行委員長ごあいさつ １日目 ２日目  

 

 ■大会プログラム １日目 ２日目 

 

 ■ガバナーノミニー決定 

 

 ■地区大会表彰リスト（EXCEL形式）  

 

 ■地区大会特別出席者（EXCEL形式）

 
１１月１３日（土） ホテルアソシア豊橋 

 

 
１１月１４日（日） アイプラザ豊橋 

[愛知県豊橋勤労福祉会館]
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地区大会速報 メニュー

■ガバナーごあいさつ １日目 ２日目 ■ＲＩ会長代理夫妻紹介 

■地区大会実行委員長ごあいさつ １日目 ２日目 ■大会プログラム １日目 ２日目 

■ガバナーノミニー決定 ■地区大会表彰リスト（EXCEL形式） ■地区大会特別出席者（EXCEL形式）

２００４年１１月１３日

１日目 主催者挨拶

ガバナー 大島宏彦

 秋の盛りの豊橋に近藤雅臣ＲＩ会長代理ご夫妻をお迎えして、今年も無事にロータリー２７６０地区、２０

０４－５年度地区大会を開くことができたのを喜び合いたいと思います。ホストクラブとして、総動員でお

世話に当たられました豊橋南クラブの皆様に、深甚なる感謝の意を捧げます。 

 ７月から始まった２００４－５年度は、スタート直後から全国を襲った度重なる台風、新潟県に大被害を

もたらした地震と異常な災害が続発して、心休まる暇もありませんでした。被災された方々に謹んでお見

舞いを申し上げるとともに、一日も早い立ち直りを、心からお祈りしております。 

 今日お越しの２６３０地区竹腰ガバナーの岐阜・三重両県、２６００地区室賀ガバナーの長野県、２６２０

地区渡辺ガバナーの静岡県も台風の直撃を受けられた直後ですが、ロータリーの友誼を重んじて、当地

区大会にお出ましを頂いております。改めて敬意と感謝の意を表したいと思います。 

 ２７６０地区でも、さる２０日の財団委員長会議が延期のやむなきに至っています。先日のガバナー会

では、無事に地区大会ができたかどうかが大きな話題になっていました。長時間かけて準備した地区大

会が台風襲来の予報だけで延期になっては大変ですが、今日は平穏に開催できました。 

 お陰でエステスＲＩ会長の代理として近藤雅臣様ご夫妻をお迎えできました。 

近藤様は先に大阪で開かれた２００４年ＲＩ国際大会の実行委員長としてご活躍されました。それに続くお

勤めには感謝の言葉もありません。2日間の限られた大会ですが、宜しくご指導の程お願い申し上げま

す。 

 今年のＲＩテーマは「ロータリーを祝おう」です。厳しい年こそ祝いの意義は重くなります。古来わが国で

は災いを転じて福を招くため、お祭りをする習わしがありました。こんな事態を予期して作った地区目標

ではありませんが「お祝いだけに終わらせない」ことが大事だと思っています。 

 ２７６０地区にとっては来年の万博ロータリー館こそ、お祝いの本番です。関係者一丸のご努力で次第

に目途がつき始めているようですが、日本最大の地区をロータリー空白地区に一転させることにならな

いよう、午後のロータリー・ミーティングで突っ込んだ具体的討議を期待しています。 

▲上へ戻る
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地区大会速報 メニュー

■ガバナーごあいさつ １日目 ２日目 ■ＲＩ会長代理夫妻紹介 

■地区大会実行委員長ごあいさつ １日目 ２日目 ■大会プログラム １日目 ２日目 

■ガバナーノミニー決定 ■地区大会表彰リスト（EXCEL形式） ■地区大会特別出席者（EXCEL形式）

２００４年１１月１４日

２日目 主催者挨拶

ガバナー 大島宏彦

 国際ロータリー第２７６０地区の２００４－５年度地区大会２日目の開催に当たり、主催者として一言ご

挨拶を申し上げます。 

 本日は早朝より愛知県豊橋勤労福祉会館・アイプラザ豊橋にＲＩ会長代理の近藤雅臣様ご夫妻を始

め、ご来賓、特別出席者、ロータリアン、ご家族多数のご出席を頂き、ありがとうございます。東三河での

地区大会開催は１９９７年の田原港・飛鳥船上での開催以来、７年振りのことです。遠方からお集まり頂

いた多くの方に心からご歓迎を申し上げるとともに、ご尽力頂きましたホストクラブの豊橘南クラブの皆様

に、深く感謝の意を捧げます。 

 今日も盛り沢山なプログラムが予定されています。点鐘前に地元ロータリーの皆様の心尽くしによる半

能をお楽しみ頂きましたし、昨日は東三河５クラブのロータリアンによる手作りバンド演奏が披露されまし

た。ホストの豊橋南クラブでは、諸事節約して来年の愛知万博に備えながら、古代から東海道の宿場と

して発展して来た豊橋らしいもてなし方をと、工夫を凝らされたと伺っています。皆様にその辺をお汲み

取り頂けたら幸いに存じます。 

 午後の記念講演は東大名誉教授・木村尚三郎先生の「地球大交流時代―愛・地球博に寄せて」です。

先生は愛知万博総合プロデューサーで、お隣り静岡文化芸術大学長もお勤めです。今年は配偶者プロ

グラムも予定してありませんので、皆様でお聞き頂ければと思っています。地区目標の第1に「万博ロー

タリー館の建設と運営の成功」を掲げた私の注文を受け入れて頂いた事に感謝するとともに、今後とも

一層のご理解、ご尽力をお願いします。 

 地区大会に先立って私も全クラブの公式訪問を終えました。合同例会でご不便をお掛けはしましたが、

丁重にお迎え頂きました会員の皆様に厚くお礼申し上げます。訪問の際の一番の関心事は、やはり先

輩ロータリアンが苦労してスタートされた万博ロータリー館の壮大な計画を、どう成功させるかでした。昨

日「目途がつき始めている」と申しましたが、多くの人を扱う以上、突発事の対応まで考えて置かねばな

りません。前途はまだ多難です。 

 しかし難しいほど成しとげる喜びも大きいものです。ロータリー第２世紀の門出を飾れるよう、皆様のご

協力をお願いします。 

▲上へ戻る
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地区大会速報 メニュー

■ガバナーごあいさつ １日目 ２日目 ■ＲＩ会長代理夫妻紹介 

■地区大会実行委員長ごあいさつ １日目 ２日目 ■大会プログラム １日目 ２日目 

■ガバナーノミニー決定 ■地区大会表彰リスト（EXCEL形式） ■地区大会特別出席者（EXCEL形式）

２００４年１１月１３日

近藤雅臣ＲＩ会長代理ご夫妻紹介

ガバナー 大島宏彦

 ご多忙の中、２７６０地区大会にＲＩ会長代理としてご出席を賜りました、近藤雅臣様・淑子様ご夫妻をご

紹介させて頂きます。 

 国際ロータリー第２７６０地区２００４－２００５年度地区大会を催すに当たり、国際ロータリーのグレン・

Ｅ・エステス・シニア会長は近藤雅臣様をＲＩ会長代理に任命され、この大会に派遣されました。ここに近

藤雅臣ＲＩ会長代理ご夫妻をお迎えして、無事に大会を開くことができますのは、誠に光栄であり、地区

の会員と家族一同、心から歓迎を申し上げます。 

 近藤雅臣様の略歴を改めてご紹介申し上げますと、１９７６年に吹田北ロータリークラブ、今の千里ロー

タリークラブにご入会、１９８７－８年にクラブ会長を勤められた後、大阪府北部を区域とする２６６０地区

ガバナーを１９９７－８年度と２０００－１年度の２度にわたって勤められました。千里は１９７５年に大阪万

博が開かれて、全国に知れわたった所です。 

 近藤様は１９９９年には関西４地区連合地区大会事務総長、今年５月に大阪で開かれた２００４年ＲＩ国

際大会では干玄室大会委員長のもとで実行委員長としてご活躍され、大阪大会を大成功に導かれまし

た。また昨年も２８４０地区(群馬)大会でＲＩ会長代理を勤められました。ロータリー米山奨学会理事、ロー

タリー文庫委員としてもご活躍中と伺っております。 

 お生まれは１９３０年、大阪大学大学院で医学博士号を取得され、大阪大学の総長補佐を勤められた

あと・現在は名誉教授です。（財）化学物質評価研究機構理事長（財）大阪生化学研究奨励会理事長

（学）滋慶京都学園理事長など多くの肩書きをお持ちで、環境保全功労者として大臣表彰を受けられるな

ど表彰も数多く、米国テキサス州名誉市民に推されてみえます。 

 来年の「愛・地球博」にもご関心深く、この地区大会に先立つて先日、大阪のＲＩ国際大会事務局からロ

ータリー館建設にご寄付を頂戴するというご配慮を頂きました。２７６０地区全会員を代表して厚くお礼を

申し上げるとともに、今日から始まる２日間の大会中、宜しくご指導のほどお願い申し上げ、ご紹介に代

えさせて頂きます。どうもありがとうございました。 

▲上へ戻る
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地区大会速報 メニュー

■ガバナーごあいさつ １日目 ２日目 ■ＲＩ会長代理夫妻紹介 

■地区大会実行委員長ごあいさつ １日目 ２日目 ■大会プログラム １日目 ２日目 

■ガバナーノミニー決定 ■地区大会表彰リスト（EXCEL形式） ■地区大会特別出席者（EXCEL形式）

 
 ２００４年１１月１３日 
 
 １日目 地区大会実行委員長ごあいさつ 

 
 地区大会実行委員会 委員長 柴田 茂 

 皆様、こんにちは。本日は愛知県の東の端にあたります豊橋市まで遠路お越しいただき、まことにあり

がとうございます。 

 ロータリークラブ誕生１００周年の記念すべき年にあたり、国際ロータリー２７６０地区２００４－２００５年

度の地区大会を私どもの愛する故郷・豊橋の地にて開催されますことはまことに光栄であり、メンバー一

同嬉しく思っております。そしてこの良き日に、ＲＩ会長代理 近藤雅臣様のご隣席のもと、地区内外のガ

バナー、パストガバナーはじめ数多くのロータリアンとそのご家族のご参加をいただき、地区大会第一日

目を盛大に開会できますことを心から感謝申し上げます。 

 私ども豊橋南ロータリークラブは、昭和４１年の結成以来、先輩諸氏が培ってこられたロータリーの精

神を地域で具現化すべく活動を展開しております。栄誉ある大会ホストのご指名をいただいて以降、１０

０年の節目にあたるこの地区大会を実りあるものにすべく、「ロータリーを祝おう」のテーマの下メンバー

一丸となって企画・準備にあたってまいりました。なにぶんにも人口３７万人の地方都市であり、十分な設

備もございませんが、設備の不足はまごころでカバーしようということで、誠心誠意おもてなしにあたって

まいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 さて、大会第一日目にあたる本日は、ロータリーの歴史を振り返り、現在を見直し、未来への発展につ

なげる様々なプログラムをご用意いたしております。ロータリーミーティングでは『「愛・地球博」現況とアク

セスについて』と題して、日本国際博覧会協会 事業運営本部長 宮島寿男氏による講演が行われまし

た。また晩餐会においては、東三河５クラブのメンバーで結成した「ロータリーバンド」によるジャズ演奏で

の歓迎も予定いたしております。東三河らしい創意工夫を凝らすことで、簡素ながらも和やかな雰囲気の

中、友情と信頼の輪を広げられる場をご提供できれば幸いです。本日が交流と憩い、そして新たな発見

に満ちた有意義な一日になることを祈念いたしまして、私の開会の御挨拶とさせていただきます。 

▲上へ戻る
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地区大会速報 メニュー

■ガバナーごあいさつ １日目 ２日目 ■ＲＩ会長代理夫妻紹介 

■地区大会実行委員長ごあいさつ １日目 ２日目 ■大会プログラム １日目 ２日目 

■ガバナーノミニー決定 ■地区大会表彰リスト（EXCEL形式） ■地区大会特別出席者（EXCEL形式）

 
 ２００４年１１月１４日 
 
 ２日目 地区大会実行委員長ごあいさつ 

 
 地区大会実行委員会 委員長 柴田 茂 

 皆様、おはようございます。昨日はおかげさまで第一日目のプログラムを盛況のうちに終了することが

できました。これも皆様方のご協力のたまものと心より感謝申し上げます。 

 大会二日目の本日は、ＲＩ会長代理 近藤雅臣様をお迎えし、来賓として愛知県副知事森德夫様、豊橋

市長早川勝様のご臨席をたまわり、ガバナー、パストガバナーはじめ、多数のロータリアンとそのご家族

のご参加を得て盛大に開催できますことを心から感謝申し上げます。 

 ロータリー誕生１００年の節目の年にあたります今地区大会では「ロータリーを祝おう」というテーマの

下、１００年の歴史を振り返り、未来につなげていくための様々なプログラムを展開いたしております。本

日の記念講演会では、静岡文化芸術大学学長であり愛知万博総合プロデューサーを務められる木村尚

三郎氏をお招きし、「地球大交流の時代 愛・地球博に寄せて」と題してご講演いただきます。開幕まであ

と１２９日と迫りました愛知万博の全貌を知り、国家・民族の枠を超えた地球市民としての交流のあり方

を考えるきっかけともなる貴重なお話を伺えるものと期待いたしております。最後までのご聴講よろしくお

願いいたします。 

 当豊橋市は愛知県の東の端にあたり、豊かな自然にめぐまれたおだやかな地方都市でございます。隣

接する渥美・田原地域ともども全国一の農業地帯を形成し、世界有数の自動車港湾三河港を有するな

ど、農業・工業・商業のバランスがとれた住みやすい地域となっております。本日は、会員相互の交流を

楽しみ、語り合うとともに、私どもの愛する故郷・豊橋の個性にもおふれいただきながら、有意義なひとと

きをお楽しみいただければと思います。また、本日の昼食には、三河牛、地鶏、海鮮など地元の特産を

ふんだんに盛り込んだお食事をご用意いたしております。力不足なため行き届かない面もあるかと存じ

ますが、なにぶんご容赦いただきつつ、憩いの時間をお楽しみいただければ幸いでございます。今日の

この日が皆様にとって実りある経験となりますことを祈念申し上げて、２日目の御挨拶とさせていただき

ます。 

▲上へ戻る
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地区大会速報 メニュー

■ガバナーごあいさつ １日目 ２日目 ■ＲＩ会長代理夫妻紹介 

■地区大会実行委員長ごあいさつ １日目 ２日目 ■大会プログラム １日目 ２日目 

■ガバナーノミニー決定 ■地区大会表彰リスト（EXCEL形式） ■地区大会特別出席者（EXCEL形式）

＜大会プログラム１日目（11月13日（土））＞ホテルアソシア豊橋

１０：００ 

１１：００

地区諮問委員会出席者 受付開始〔５Fロビー〕 

地区諮問委員会 開会 

地区大会関連委員会 開会 

●信任状資格審査委員会 

●選挙管理委員会 

●大会決議委員会 

●大会登録委員会

１２：００ R.I.会長代理ご夫妻を囲む昼食会 

開会のことば 

歓迎のことば 

R.I.会長代理挨拶 

会食 

閉会のことば

地区幹事

ガバナー

R.I会長代理

豊橋南RC会長

 

 安藤重良 

 大島宏彦 

 近藤雅臣 

 

 関口三千彦 

  諸事お知らせ 実行委員会事務局長 縣 保彦 

１２：００ 

 

１３：４０ 

１３：５０ 

１３：５５ 

１４：００

本会議登録・受付開始〔５Fロビー〕 

友愛の広場・開場 

本会議への着席アナウンス 

役員〔登壇者〕着席 

R.I.会長代理ご夫妻入場 

開会アナウンス・点鐘 

国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

開会のことば 

R.I.会長代理ご夫妻紹介 

特別出席者紹介 

出席クラブ紹介 

主催者挨拶

ガバナー

ソングリーダー

ピアノ伴奏

実行委員長

ガバナー

ガバナー

地区幹事

ガバナー

 

 

 

 

 

 大島宏彦 

 藤原俊男 

 芝本容子 

 柴田茂茂 

 大島宏彦 

 大島宏彦 

 安藤重良 

 大島宏彦

１４：３０ 

１５：００ 

R.I.会長代理挨拶 

地区大会関連委員会報告 

◎大会登録委員会・報告 

◎信任状資格審査委員会・報告 

◎選挙管理委員会・報告 

◎大会決議委員会・報告 

R.I.会長代理 

委員長

委員長

委員長代理

委員長

 近藤雅臣 

 中村幸一 

 内藤明人 

 野村重彦 

 田中中徹 
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◎大会決議〔案〕採択 

〔2003-2004年度〕 

地区財務の年次会計報告 

地区財務の年次監査報告 

地区財務の年次会計報告の承認 

ガバナー

前・地区会計長

前・地区監事

ガバナー

 大島宏彦 

 

 森森裕晃 

 水野憲司 

 大島宏彦 

R.I.会長代理挨拶

１５：２５ 休憩   

１５：４５ ロータリーミーティング 

2005年国際博覧会に関する報告 
ロータリー館館長 豊島德三 

講演：「愛・地球博」現況とアクセスについて 
講師：財団法人 

    2005年日本国際博覧会協会  事業運営本部長 

    宮島 寿男 

１７：１５ 開会・点鐘 

諸事、お知らせ 

ガバナー  大島宏彦 

＜R.I.会長代理歓迎晩餐会＞

１７：３０ 

１８：００ 

 

 

 

 

 

 

 

１８：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

晩餐会受付開始 

R.I.会長代理 歓迎晩餐会 

〔オープニング〕 

ジャズ演奏 

 

◎開会のことば 

◎歓迎のことば 

◎R.I.会長代理挨拶 

 

乾杯 

 

会食・歓談 

 

〔アトラクション〕 

◎ジャズ演奏 

 

◎閉会のことば 

諸事、お知らせ 

 

司会者

ホストクラブ会長

ガバナー

R.I会長代理

R.I会長代理エイド

地区幹事 

 

 

 神谷浩史 

 

 

 関口三千彦 

 大島宏彦 

 近藤雅臣 

 

 福田清成 

 

 

 

 

 ＲＣＱ 

 

 安藤重良

 

大島ガバナーご夫妻 （左端：RI会長代理）
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２０：００ 終了

▲上へ戻る
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地区大会速報 メニュー

■ガバナーごあいさつ １日目 ２日目 ■ＲＩ会長代理夫妻紹介 

■地区大会実行委員長ごあいさつ １日目 ２日目 ■大会プログラム １日目 ２日目 

■ガバナーノミニー決定 ■地区大会表彰リスト（EXCEL形式） ■地区大会特別出席者（EXCEL形式）

＜大会プログラム２日目（11月14日（日））＞アイプラザ豊橋 愛知県豊橋勤労福祉会館

９：００ 本会議登録受付〔１Ｆロビー〕   

９：３０ 本会議２日目オープニング 

 

◎半能

司会者

シテ

囃子方

地謡

 高崎俊幸 

 

 赤井敬子 

 東京芸大関係者 

 東京芸大関係者

 

 

 
受付の様子

 
半能

 

１０：１５ 

１０：２０

R.I.会長代理ご夫妻入場 

開会・点鐘 

国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

物故会員黙祷 

ガバナー

ソングリーダー

ピアノ伴奏

司会者

 

 大島宏彦 

 藤原俊男 

 芝本容子 

 丹野みどり

１０：３０  開会のことば 

R.I.会長代理ご夫妻紹介 

実行委員長

ガバナー

 柴田田茂 

 大島宏彦

１０：３５ 来賓・特別出席者の紹介 

〔出席クラブ紹介〕 

国際親善奨学生、インターアクト、 

ローターアクト紹介 

GSE派遣メンバー紹介 

ガバナー

地区幹事

 大島宏彦 

 安藤重良 

１０：５０ 

１０：５５

ガバナー挨拶 

R.I.会長メッセージ並びに現況報告

ガバナー

R.I.会長代理

 大島宏彦 

 近藤雅臣

１１：１５ 記念事業発表並びに目録贈呈 

愛知県・豊橋市・２００５国際博覧会 

ガバナー  大島宏彦 

Page 1 of 3地区大会｜大会プログラム２日目

2008/11/03http://www.05-06governor2760.org/chikutaikai/program2.html



来賓祝辞 愛知県副知事

豊橋市長

 森森德夫 

 早川川勝 

１１：３５ 感謝状贈呈・表彰 

前年度地区大会ホストクラブへの感謝状 

〔本地区大会に関する表彰〕 

◎最多人数登録クラブ 

◎最多登録率クラブ 

〔2003～2004年度に関する表彰〕 

◎R.I.意義ある業績賞 

◎R.I.財団功労賞 

◎R.I.会長賞 優秀クラブ表彰 

◎ガバナー賞 優秀クラブ表彰 

ガバナー 大島宏彦 

 ◎ロータリー財団年次寄付優秀クラブ〔会員１人当り〕 

◎ロータリー財団年次寄付優秀クラブ〔総額〕 

◎米山寄付優秀クラブ〔米山普通＋特別寄付、会員１人当り〕 

◎米山寄付達成賞〔米山普通＋特別寄付、合計累計額〕 

◎創立記念クラブ〔米山記念奨学会寄付額〕 

１１：４５ 祝電披露 

諸事、お知らせ 

司会者

司会者

 丹野みどり 

 高崎俊幸

１１：５０ 昼食 

 

一般・友愛の広場〔１F体育館、２F中庭、花壇広場、展示ホール〕

 R.I.会長代理主催 

顕彰昼食会〔２F小ホール〕 

開会のことば 

R.I.会長代理挨拶 

ガバナー挨拶 

会食 

閉会のことば 

諸事、お知らせ

司会者・地区副幹事

地区幹事

R.I.会長代理

ガバナー 

地区監事

地区副幹事

 

 吉江源之 

 安藤重良 

 近藤雅臣 

 大島宏彦 

 加藤千麿 

 吉江源之 

  

１３：００ 本会議２日目午後の部開会〔大ホール〕 

ガバナーエレクト紹介 

ガバナーエレクト挨拶 

ガバナーノミニー紹介 

ガバナー

ガバナーエレクト

ガバナー

 

 大島宏彦 

 髙橋治朗 

 大島宏彦 
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次年度地区大会ホストクラブ紹介 

次年度地区大会ホストクラブ代表挨拶 

〔記念品贈呈〕 

ガバナー

豊田西RC会長

 大島宏彦 

 岡田田滋 

１３：１５ R.I.会長代理・2003～2004年度ガバナー ガバナー 大島宏彦 

１３：２５ 講師紹介 

◎記念講演／木村尚三郎氏 
「地球大交流の時代～愛・地球博に寄せて」 

実行副委員長 石川昌和 

１５：００ 

１５：１０ 

１５：３０

謝辞 

講評 

閉会・点鐘 

ガバナー

R.I.会長代理

ガバナー

 大島宏彦 

 近藤雅臣 

 大島宏彦 

▲上へ戻る

Page 3 of 3地区大会｜大会プログラム２日目

2008/11/03http://www.05-06governor2760.org/chikutaikai/program2.html



地区大会速報 メニュー

■ガバナーごあいさつ １日目 ２日目 ■ＲＩ会長代理夫妻紹介 

■地区大会実行委員長ごあいさつ １日目 ２日目 ■大会プログラム １日目 ２日目 

■ガバナーノミニー決定 ■地区大会表彰リスト（EXCEL形式） ■地区大会特別出席者（EXCEL形式）

ガバナーノミニーに斎藤直美氏が決まりました

国際ロータリー 第２７６０地区ガバナーノミニー

斎藤 直美 （さいとう ただみ）

生年月日：１９３８年１１月１０日生まれ 

所属ＲＣ：豊田ロータリークラブ

【ロータリー歴】 【経歴】

１９７９年 

２００１～２００２年 

２００２～２００３年 

２００３～２００４年 

 

２００４～２００５年

豊田ロータリークラブ入会 

豊田ロータリークラブ副会長 

豊田ロータリークラブ会長 

ＲＩ第２７６０地区 

ロータリー財団奨学委員会委員 

ＲＩ第２７６０地区 

ロータリー財団奨学委員会委員

１９６６年 

１９６８年 

１９６９年 

１９７１年 

１９７３年

豊田市民病院整形外科勤務 

静岡済生会病院附属静岡療護園勤務 

浜松市遠州病院整形外科勤務 

豊田市加茂病院整形外科勤務 

斎藤病院開設 現在に至る

【公職団体等職歴】

医学博士 

日本整形外科学会専門医 

日本体育協会公認スポーツドクター 

リウマチ財団登録医

▲上へ戻る
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本地区大会に関する表彰
表彰項目

前年度地区大会ホストクラブ
最多人数登録クラブ

２００３～２００４年度に関する表彰
表彰項目

R.I.意義ある業績賞
R.I.財団功労賞
R.I.広報賞
R.I.会員増強・拡大賞

R.I会長賞　優秀クラブ

ガバナー賞　優秀クラブ

ロータリー財団年次寄付優秀クラブ（会員一人当たり）
ロータリー財団年次寄付優秀クラブ（総額）
大口寄付者
米山寄付優秀クラブ （米山普通＋特別寄付、会員一人当たり）

あま ３５周年 渥美 ３５周年
蒲郡 ５０周年 碧南 ４５周年
稲沢 ４０周年 岩倉 ２５周年
刈谷 ５０周年 名古屋北 ４５周年
名古屋守山 ４０周年 名古屋大須 ２０周年
名古屋東南 ３５周年 岡崎城南 １５周年
岡崎南 ４０周年 尾張中央 ２０周年

地区大会　表彰リスト

クラブ名及び氏名

尾西

クラブ名及び氏名

最高登録率１００％クラブ
蒲郡、豊川宝飯、豊橋、豊橋北、豊橋ゴールデン、
豊橋東、尾西、豊橋南

豊橋　１１９名

名古屋大須
鈴木　薫（豊橋東）
一色
刈谷

半田、一宮、一宮北、一宮中央、瀬戸、犬山、瀬戸北、
豊山-城北、名古屋、名古屋南、名古屋みなと、名古屋
東南、名古屋中、名古屋大須、名古屋栄、名古屋名
南、名古屋名駅、名古屋北、名古屋東、名古屋和合、
名古屋千種、岡崎南、岡崎城南、豊田三好

半田南、西春日井、小牧、白木信平（名古屋西）、豊
橋、　　　　豊川、岡崎東、三河安城

尾張中央、刈谷、名古屋錦
名古屋、刈谷、名古屋北

創立記念クラブ　米山記念奨学会寄付

浦野　三男（名古屋北）
岩倉、半田、名古屋大須、西尾、碧南
名古屋名駅、瀬戸北、あま、碧南、刈谷、豊田、
名古屋南、豊橋

米山寄付達成賞 （米山普通＋特別寄付、合計累計額）



●来賓
愛知県副知事 森　德夫
豊橋市長 早川　勝

●特別出席者
R.I.会長代理 近藤雅臣 淑子 （千里）

　　■地区外
第２６００地区ガバナー 室賀　明 サダ子 （長野）
第２６２０地区ガバナー 渡邉脩介 （三島）
第２６３０地区ガバナー 竹腰兼壽 京子 （岐阜南）

第２７８０地区ガバナー 松宮　剛 （茅ヶ崎湘南）

第２６００地区パストガバナー 山田友雄 美津子 （長野西）
R.I.水資源タスク・フォース
　第３ゾーン・ゾーンコーディネーター 近藤眞道 （高槻西）

　　■地区内　
第２７６０地区ガバナー 大島宏彦 貴美代 （名古屋）
パストガバナー 福田浩三 ゑつ （名古屋空港）

田中　徹 （半田）
盛田和昭 純子 （名古屋）
加納　泉 三代子 （名古屋中）
神戸政治 一子 （あま）
石川和昌 千恵子 （豊橋）
松本　宏 萬里子 （半田）
内藤明人 （名古屋西）
野村重彦 弘子 （刈谷）

パストガバナー（エイド） 福田清成 良子 （江南）
パストガバナー 太田賢太郎 圭子 （岡崎）

岡部快圓 （名古屋大須）
豊島德三 喜世子 （一宮北）

ガバナーエレクト 髙橋治朗 玲子 （名古屋西）
ガバナーノミニー 斎藤直美 （豊田）
R.I.青少年交換委員会
　　在日委員東アジア代表 神田　憲 （名古屋大須）
ガバナー補佐（南尾張分区担当） 加藤知成 （東知多）
　　　　　　　　　（西尾張分区担当） 長谷川正已 （一宮中央）
　　　　　　　　　（東尾張分区担当） 小川征一 （犬山）
　　　　　　　　  （西名古屋分区担当） 山路兼生 （名古屋南）
　　　　　　　    （東名古屋分区担当） 神田　肇 （名古屋東山）
　　　　　　　    （東三河分区担当） 伴　辰三 （豊川宝飯）
　　　　　　　　  （西三河中分区担当） 鈴木　昌 （豊田東）
　　　　　　    　（西三河分区担当） 鈴木信吾 （一色）
地区幹事 安藤重良 （名古屋）
地区副幹事 石田喜樹 （名古屋）

楠　吉邦 （名古屋）
永岡　滋 （名古屋）
島本迪彦 （名古屋）
杉浦典男 （名古屋）
渡邉文雄 （名古屋）
吉田敬三 （名古屋）
吉江源之 （名古屋）

来賓・特別出席者　　　　　　　　（敬称略）



地区会計長 近藤久二 （名古屋）
地区監事 加藤千麿 （名古屋）
地区スタッフ 平野善得 （名古屋）

井元明正 （名古屋）
浅野栄一 （名古屋）

次期地区幹事 川島　誠 （名古屋西）
地区財務委員会

委員長 藤井克己 （岡崎）
副委員長 瀧　義孝 （一宮北）

拡大委員会
委員長 浦野三男 （名古屋北）

副委員長 後藤袈裟美 （あま）
委員 杉浦壽康 （岡崎）

齋藤愼一郎 （名古屋守山）
杉山仁朗 （瀬戸北）
松尾隆徳 （春日井）

クラブ奉仕委員会
委員長 江崎柳節 （小牧）

副委員長 井上　穂 （豊橋ゴールデン）
委員 高井克憙 （名古屋栄）

花井文雄 （東知多）
佐久間貞介 （名古屋東南）

会員増強委員会
委員長 細田周一 （新城）

副委員長 菊岡深智子 （名古屋名南）
委員 松本順子 （半田）

木全智枝子 （一宮中央）
水野裕善 （名古屋西南）
山口誠一 （東知多）
水谷潤一 （犬山）
波多野四郎 （豊川宝飯）
鳥居　光 （一色）

広報委員会
委員長 石垣昭快 （岡崎）

副委員長 岡田　博 （春日井）
ロータリー家族委員会

委員長 大矢裕慈 （名古屋中）
職業奉仕委員会

委員長 太田達夫 （豊山-城北）
副委員長 成田洋之 （名古屋みなと）

委員 太田宗一郎 （刈谷）
河合勝男 （豊橋）
天野勝美 （豊田）

社会奉仕委員会
委員長 石田弘幸 （小牧）

副委員長 長瀬輝代之 （名古屋守山）
委員 西脇良一 （名古屋名北）

北村正光 （名古屋名東）
大木健市 （豊川宝飯）
鳥居信行 （豊川）



ＲＣＣ委員会
委員長 宮田正人 （豊橋）

副委員長 高橋公比古 （名古屋中）
委員 杉江久三郎 （常滑）

加藤真治 （刈谷）
竹内通裕 （安城）

環境保全委員会
委員長 國分孝雄 （名古屋和合）

副委員長 本田伸太郎 （名古屋東）
副委員長 永田明世 （半田南）

委員 大塚哲夫 （豊田中）
橋本光雄 （知立）
髙木一平 （名古屋和合）

　 伊藤一義 （豊橋東）
稲垣実秋 （瀬戸北）
鈴木元弘 （豊田）

国際奉仕委員会
委員長 吉野勝己 （豊橋南）

副委員長 大谷和雄 （名古屋千種）
委員 天野精孝 （岡崎南）

住田正夫 （名古屋大須）
滝　勝夫 （江南）

青少年交換委員会
委員長 鈴木吉男 （津島）

副委員長 黒田勝基 （高浜）
委員 森　　榮 （一宮中央）

安藤隆利 （名古屋名駅）
村瀬竜雄 （東知多）
水野吉紹 （名古屋北）

世界社会奉仕委員会
委員長 水谷金之 （名古屋北）

副委員長 清水　勲 （春日井）
委員 篭橋美久 （名古屋中）

岩崎　改 （尾張中央）
山田静夫 （名古屋守山）
酒井法丈 （豊田）
小栗利朗 （半田）

新世代委員会
委員長 藤井　忠 （西春日井）

副委員長 瀧本　守 （尾張中央）
副委員長 佐藤隆史 （半田南）

委員 草野勝彦 （名古屋大須）
鶴見健二 （名古屋南）

インターアクト委員会
委員長 谷川　修 （名古屋）

副委員長 秋田敬治 （豊田）
委員 沓名令亨 （安城）

藤野　進 （名古屋名東）
大島賀樹 （小牧）
加藤明宏 （名古屋）
堀井　武 （小牧）



ローターアクト委員会
委員長 高木　博 （江南）

副委員長 服部良男 （岡崎）
副委員長 加藤康治 （一宮中央）

委員 冨田佳央 （豊橋）
冨田雅則 （田原）
遠山堯郎 （名古屋瑞穂）
玉置正利 （小牧）
山川克彦 （名古屋みなと）

ライラ委員会
委員長 岩瀬淳一郎 （豊川）

副委員長 早川佳教 （知多）
委員 金子利夫 （知立）

谷山芳和 （豊田西）
松井善則 （名古屋瑞穂）
熊澤勝則 （尾張中央）
牧野正高 （岡崎城南）
増井洋生 （小牧）
加藤重雄 （名古屋千種）

ロータリー財団委員会
副委員長 深谷友尋 （名古屋みなと）

補助金委員会
委員長 尾上　昇 （名古屋大須）

委員 平岩慎次 （尾張中央）
高山光雄 徳子 （名古屋空港）

年次寄付委員会
委員長 岡本戡紘 （刈谷）

副委員長 鈴木　哲 （名古屋みなと）
財団奨学委員会

委員長 石田正城 （名古屋北）
副委員長 川辺清次 （名古屋名南）

委員 田中正規 （西尾）
ﾐｶｴﾙ ｶﾙﾏﾉ （名古屋東）
大矢英憲 （名古屋昭和）

財団学友委員会
委員長 藤田守彦 （名古屋西南）

副委員長 柴田憲一 （豊橋東）
恒久基金委員会

委員長 渡辺　均 （あま）
副委員長 朱宮新治 （犬山）

研究グループ交換委員会
委員長 矢形修己 （名古屋北）

副委員長 須賀碩二 （豊田西）
委員 赤井俊二 （常滑）

浅見弥進男 （一宮北）
井川光雄 （犬山）
石川昌和 （豊橋南）
鳥居剛育 （三河安城）

ポリオプラス委員会
委員長 山内　登 （尾西）

副委員長 磯部　茂 （一宮）
委員 近藤　収 （名古屋東山）



米山奨学委員会
委員長 鈴木茂久 （豊橋北）

副委員長 浅野多喜男 （あま）
副委員長 小山愼介 （名古屋名南）

委員 浅井隆宣 （名古屋大須）
加納　隆 （西尾KIRARA）

米山学友委員会
委員長 大西弘高 （名古屋東南）

副委員長 竹内一郎 （刈谷）
委員 深田一弘 （豊田中）

小野文憲 （岡崎東）
インターネット委員会

委員長 坂本　晃 （名古屋名南）
副委員長 杉浦令淑 （名古屋大須）

委員 佐藤栄一 （津島）
伊藤靖祐 （江南）
名倉嗣治 （名古屋昭和）
冨安美孝 （豊橋南）
井田隆夫 （岡崎東）
酒井直司 （安城）

2005国際博委員会
副委員長 川村悌弐 （名古屋）
副委員長 坂田　隆 （瀬戸北）

委員 村野力男 （豊田西）
飯田幸雄 （尾張旭）
内田栄一 （半田）
伊藤鶴吉 （江南）
田中清隆 （あま）
内藤耕造 （刈谷）
池田憲司 （刈谷）
上村晋也 （名古屋和合）
片山主水 （名古屋東南）
神野紀郎 （豊橋）
杉本仁至 （名古屋中）
種村桂介 （名古屋栄）
中野昭雄 （瀬戸北）

前地区大会実行委員会
委員長 都倉吾一 （尾西）
幹　 事 前田正和 （尾西）

地区大会実行委員会
委員長 柴田　茂 愛子 （豊橋南）
幹　 事 河合秀矩 共子 （豊橋南）

次期地区大会実行委員会
委員長 稲熊昭彦 （豊田西）
幹　 事 小幡輝雄 （豊田西）

前地区会計長 森　裕晃 （一宮北）
前地区監事 水野憲司 （一宮北）
地区事務所運営委員 鈴木和雄 （名古屋西）
ロータリーの友地区委員 松前憲典 （一宮中央）
地区ローターアクト代表 土田和美 （江南ＲＡＣ）
地区事務所 渋谷美香
ガバナー事務局員 山田　葵

山口鈴可
ガバナーエレクト事務局員 星野ひとみ
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