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【本日の卓話】

「

ガバナー公式訪問

」

国際ロータリー第 2760 地区
ガバナー 伊藤 靖祐 君（江南 RC）

９月は基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間です！

【前々回 9/12 の会長挨拶】
毎日大変暑い日が続いていますが、9 月に入っても猛暑日が毎日続いています。台風 15 号
は関東地方直撃で鉄塔の倒壊･ゴルフの練習場の鉄柱が倒れたり、鉄道･空港のダイヤの大混
乱。又、千葉県では 64 万戸の停電に依る影響が拡大されている事が報道されていましたが
被害を受けられた方は大変な思いをされている事と思いますが、南の海上では熱帯低気圧が
発生し今後台風が発生する状況となっています。備えあれば患いなしの言葉があるように常
に台風に対する準備をしておいて頂ければと思います。
9/8(日)菅生川草刈り一斉清掃は怪我や熱中症もなく無事に終える事が出来ました。大勢の
参加を頂き有難うございました。堤防がさっぱりしました。改めて感謝申し上げます。
東名高速道路の上り線の東郷パーキングエリア付近であおり運転がありエアガンの様な物で撃たれたと報道がされ
ました。追い越し車線でわざわざ録画している状況を見ると、あおり運転をした者は弁解の余地はないが、された方
にも問題がある様に見えました。録画をする前に走行車線に入ればこのような事件は起こらなかった様な気がしま
す。私も高速道路を走ると嫌な事が多く 6 秒間我慢すれば怒りが収まるとラジオで聞いた事を実践しています。皆さ
んも気を付けて頂ければと思います。

【前々回の例会】

「

ガバナー補佐訪問

」西三河中分区ガバナー補佐

市川幾雄君

2019-20 年度の RI 会長はマーク･ダニエル･マローニと言われる方で、今年度のテーマは
「世界とつなぐ」ということでございます。そのロゴには、中央の青色は地球を、そこに４
色で人種を示し、東西南北手をつないでいる。世界をつなぐということを意味しています。
そもそもロータリーの礎は「つながり」です。ポール･ハリスがロータリーを創設した最大の
理由は、見知らぬ街で他の人たちと「つながる」こと。地域社会とつながり、職業のネット
ワークを広げ、強くて末永い環境構築が出来る確固とした使命と構造があるのです。ロータ
リーがなければ出会うことがなかった人々、共通の考えをもった人々、私たちの支援を必要
としている人々とつながり、世界中の地域社会で人生を変えるような活動を行うことを、ロ
ータリーは可能としています。ロータリーでの体験の中核にあるものが「つながり」。それがゆえに、私たちはロータ
リーに入会し、ロータリーにとどまるのです。またロータリーを成長させる方法も「つながり」にあります。だからこ
そ今年度の RI 会長テーマは「ロータリーは世界をつなぐ」ということになるのです。
続いて当地区の伊藤靖祐ガバナーの年度地区方針は「グローバルに考え、地域社会とつながり、ロータリーを成長さ
せよう」です。
「令和幕開けのクラブをデザインしよう」と。5 年 10 年ではなくもっと先まで見据えていく。特に日
本の人口ピラミッドを見ていただくと、40 代 50 代の会員増強をお願いしたいということが、日本の特に 2760 地区
の課題だと思っております。ロータリーの持続可能性は、その中にどれほどの多様性と柔軟性を包摂できるかに依存し
ます。ロータリーの５つの中核的価値観をベースに、知的多様性と革新的柔軟性を取り入れ、お互いの違いを超え、深
く意義のある形でつなぎ、つながりを地域に発展させ、職業上のネットワークを広げる。それがロータリーを成長させ
ることにつながります。ロータリーの理念の構造は、基本をなすものとしての「中核的価値観」。それを行動にあらす
るものとしての、
「ビジョン声明」
。ビジョン声明を具体的に展開するものとしての、
「戦略計画」
。ロータリーの指針と
しての、
「ロータリー章典」
。特に「戦略計画」において、優先事項として４つのことが掲げられています。より大きな
インパクトをもたらすことを考えていただきたい。次に、参加者の基盤を広げる。会員増強をすることが基本ですが、
奉仕活動を行う上でロータリアンでなくとも、多く集まっていただいて進めていただく。また次に、参加者の積極的な
関わりを促す。そういうことによって、会員増強にも繋がってまいります。適応力を高める。これでなくては、あれで
なければということでなく、広く考えを持っていただくことを認識していただきたい。このことは、革新的柔軟性とし
て、ロータリーもそのものも革新性を持って時代を担っています。以前は、「入りて学び、出でて奉仕せよ」と言って
いました。現在は、
「奉仕の心を学び、考え伝え、行動する」と少しずつ少しずつ変わってきています。
具体的な活動として、伊藤ガバナーは以下の指針を示しておられますので、これを紹介しておきます。クラブ戦略委
page 1

員会で例会と奉仕の在り方を見直す。会員増強と退会防止。ポリオ撲滅への貢献。ロータリー賞への挑戦。国際大会（ハ
ワイ・ホノルル）への参加。以上です。

ガバナー補佐訪問

ガバナー補佐懇談会にて

会長よりお礼の挨拶

■ おかざき世界子ども美術博物館より「高橋綾のあそぶデ

ご来訪者 西三河中分区ガバナー補佐 市川幾雄君
RID2760 地区 地区副幹事 長瀬晴義君
西三河中分区 分区幹事
畔栁秀幸君
同
分区副幹事 稲垣 寿君
幹事報告(中根匡規君)
■ 第７回理事会報告(9/5 開催)
＊審議事項
・ＷＦＦ親睦例会予算の件
・退会者(池田正様)への記念品贈呈の件：申し合わせ
事項 2-B に沿って審議 記念品を贈呈
＊協議事項
・岡崎 5RC 会長幹事会にて提案された共同社会奉仕事
業「水源地の森づくり」の件：クラブとして賛同(社
会奉仕委員会より詳細説明）
以上、承認されました。詳細は議事録をご覧ください。
■ ガバナーノミニー(2022-23 年度ガバナー) 候補に
名古屋中 RC 籠橋美久君が選出されました。
■ 2019 年 8 月九州北部豪雨災害義援金についてガバ
ナー事務所よりご案内が届いています。後ほど社会奉
仕委員会より詳細説明していただきます。
■ 9/19(木)地区米山記念奨学委員長会議がホテルキャ
ッスルプラザにて開催され、朝倉米山奨学委員長に出
席していただきます。
■ ガバナー補佐の他クラブへの訪問予定
9/12(木)愛知三州 RC(市川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･畔栁分区幹事)、
9/19(木)豊田 RC(市川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･畔栁分区幹事)

ザイン展 in おかざき」の案内が届いています。
■ 例会変更につきましては週報あづまをご覧ください。

ビジター報告 【岡崎ＲＣ】2 名
出席委員会 本日の出席率 86.54%(欠席 7 名)
前々回(8/29)修正出席率 100%(欠席 0 名)
雑誌委員会 ロータリーの友 9 月号の記事紹介
会場委員会 9/26 ガバナー公式訪問会員駐車について
社会奉仕委員会 2019 年 8 月九州北部豪雨災害義援
金のお願い/「水源地の森づくり」のご案内
米山奨学委員会 ご浄財のお願い

ニコニコ委員会
 市川幾雄ガバナー補佐･長瀬晴義地区副幹事･畔栁秀幸







■ 本日例会終了後、第 4 回クラブアッセンブリーを 4

階末広にて開催します。出席対象の方はお願いします。
■ 9/13(金)午前中事務局休みとなります。
■ 来週 9/19 は月見親睦夜間例会です。18 時よりロー
レライにて開催します。

【前回の例会】9/19

「

ようこそ！本日ビジターの皆様

月見親睦夜間例会




分区幹事･稲垣寿分区副幹事より多額のご厚志をいただ
きました。
近藤金作君 市川ガバナー補佐 本日は宜しくお願い致
します。長瀬地区副幹事 本日は宜しくお願い致します。
野村政弘君 市川ガバナー補佐、例会を本日欠席します。
申し訳ありません。ご活躍を祈念しています。
小木曽進君･中根匡規君･三城偉央君･佐野真琴君 市川
ガバナー補佐 本日は宜しくお願いします。
生駒尚久君 ソフトボールの練習お疲れ様でした。この
調子で優勝してユニホームを揃えたいですね!!!
神谷浩君 先日はソフトボール練習に参加して頂いた
皆様有難うございました。次回は 10/15(火)18:30～
です。多くの皆様のご参加お待ちしています。
長坂勲君･新浪勝也君･杉田広喜君･清水幹良君 ニコに
協力します。
南鉉君他 21 名の皆様 菅生川草刈一斉清掃お疲れ様で
した。

」

会場

岡崎市竜美ヶ丘会館「ローレライ」

【前回の会長挨拶】暑い夏が終わりかけ月が似合う秋の夕べとなりました。今日は少し月の話しをさせて頂きます。
月の直径は約 3500km 月の直径比率で言えば月は地球の 0.25 倍 約 1／4 の大きさです。月には大気圏がなく隕石が
落下するとクレーターになり、地球には大気圏がある為、隕石は大半燃焼してしまう安全な衛星です。もしもの話です
が、もし地球の周囲を月が廻っていなかったらば地球の自転はもっと早くなり地球の 1 日はわずか 8 時間で 1 年は
1095 日となる。海の干満がぐっと小さい為海水の動きも鈍く生命の誕生にもっと時間が掛かっていただろうと N カ
ミンズは言っている。まず干潮及び満潮が少なければ、潮干狩りが出来なくなり干潟の生き物も生きられなく、渡り鳥
にも悪影響を及ぼし魚釣りも成果が上がらないと思われ、動物の出産等々大変影響が及ぶ事が多いと思われます。世界
各地の神話が教えてくれる生命のめぐりと言う考え方も又月と無縁ではないのです。そんな地球と月の物語にとり画期
的な発見をされた大阪大学の寺田健太郎教授らが月表面の観測データを詳しく分析した結果そこに地球に由来する酸素
が有る事が分かったと言う。 地球上の光合成によって生み出された酸素が宇宙空間に流され出て太陽風で 38 万 km
も運ばれ月の表面に染み込んでいる。地球の生命のめぐりが月にもきちんと届いていたのだ、今回の研究に使われたデ
ータは日本の月探査衛星「かぐや」残したものです。この衛星は 2007 年に打ち上げられ 1 年半後に任務を終え月面
に落とされた。日本で育まれた姫が月に帰る昔話にちなんで名付けられた探査機が地球で育まれた酸素が月に行った事
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を教えてくれた 21 世紀版「かぐや」の物語です。
ZOZO を創業した前社長の前澤友作氏は型破りな経営者と知られ昨年 9 月に米国宇宙ベンチャー企業に依る月旅行
を契約し実現すれば 2023 年民間月旅行の顧客 1 号となる。 是非「かぐや」を見てきてほしいと思います。

近藤会長点鐘

乾杯のご発声：梅村エレクト

開会挨拶：金本副会長

幹事報告(中根匡規君)
■ 9/24(火)地区内クラブ社会奉仕委員長会議が名鉄グラ

ンドホテルで開催され、宇野地区社会奉仕委員･柴田社
会奉仕委員長･佐野 RCC 委員長が出席されます。
■ 9/27(金)第 3 回地区インターアクト委員会が桜丘学園
高等学校で開催され、三城地区インターアクト委員が
出席されます。
■ 9/29(日)地区 RLI 会長エレクト研修パートⅠが星城大
学にて開催され、梅村会長エレクトが出席されます。
■ 9/28(土)-29(日)岡崎 RAC 例会「リレーフォーライ
フジャパン」が岡崎中央総合公園多目的広場で開催さ
れます。詳細は後程ローターアクト委員会よりご案内
があります。
■ ガバナー補佐の他クラブ訪問予定
9/24(火)豊田中 RC(市川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･畔栁分区幹事)
■ 次週 9/26(木)の例会は岡崎 RC･愛知三州 RC 合同に

ご歓談

てガバナー公式訪問となります。駐車場･会場が変更と
なります。お時間に余裕を持ってお越しください。
ビジター報告 【サイン受付】25 名
出席委員会 本日の出席率 82.98%(欠席 8 名)
前々回(9/5)修正出席率 100%(欠席 0 名)
ローターアクト委員会 岡崎 RAC 例会「リレーフォ
ーライフジャパン」のご案内
RCC 委員会 子どもの貧困･教育格差を考えるシンポジ
ウムのご案内
会場委員会 次週ガバナー公式訪問会員駐車について

ニコニコ委員会
 三城偉央君 あづま会で優勝しました。
 佐野真琴君 本日例会欠席ですみません。
 本日全員ニコにてご協力いただき有難うございました。

10 月の例会予定
例会予定
10/3(木)12:30～

例会会場
岡崎市竜美丘会館「501」

内容
「全員協議会」

10/13(日)11:30～ 久屋大通公園 もちのき広場

ワールトフード＋ふれ愛フェスタ親睦例会(10/10 の例会変更)

10/17(木)12:30～

「職場例会」

大和ハウス工業㈱岡崎支社

10/24(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」
10/31(木)

「想像から創造へ 無から有へ」三代舞踊団 坂本久美子様

定款第８条第１節の規定により休会です
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クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

9 月 26 日（木）

愛知三州

暮らしの杜 葵ホール１階 17:30～18:30

9 月 30 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

9 月 30 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

10 月 2 日（水）

三河安城

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

10 月 2 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

10 月 4 日（金）

安城

ガバナー公式訪問のためビジター受付しない

10 月 8 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

10 月 11 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

10 月 14 日（月） 豊田西/豊田三好

法定休日により休会

10 月 15 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

10 月 16 日（水） 碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

10 月 17 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル１階 11:30～12:30

10 月 18 日（金） 安城

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

10 月 21 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

10 月 22 日（火） 岡崎南/岡崎城南/西尾

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

10 月 28 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

10 月 29 日（火） 岡崎城南

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

10 月 30 日（水） 三河安城

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

10 月 31 日（木） 豊田

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

未定

未定

ひよどり会

10 月 10 日(木)

チャーム

写楽会
ソフトボール

【９月定例会】9/17(火)ザ･トラディション GC
優 勝：三城偉央君（Ｇ97／Ｎ69）
準優勝：鈴木公市君（Ｇ93／Ｎ74）
定例会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
10 月 15 日(火)

未定
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ソフトボール練習

