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10 月は経済と地域社会の発展月間・米山月間です！ 

【前回の会長挨拶】   

本日の来訪の皆様を紹介をさせて頂きます。国際ロータリー第 2760 地区、伊藤靖祐ガバナー、

南村朋幸地区幹事です。宜しくお願い致します。所属クラブは江南ロータリークラブです。 

本日は、伊藤ガバナーを迎えて、合同例会を開催した所、多くの皆様にご出席頂き誠に有難う

ございます。今年度は、岡崎ロータリークラブ、愛知三州ロータリークラブ、岡崎東ロータリ

ークラブの合同例会となります。例会の設営に当たり岡崎東ロータリークラブが準備をして参

りましたが、至らぬ点が有りましたらロータリーの友情を持ってお許しを頂きたいと思います。 

今年度、伊藤ガバナーは、地区方針として「 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 」と掲げてみえます。例会に先立ち、先ほど会長幹事の懇談会が行われましたが、今年度は

3 ロータリークラブ合同の懇談会で、ガバナーには各クラブの活動を十分理解頂けたと思います。本日のガバナー公

式訪問が皆様の各クラブのロータリー活動がより良くなる事をご祈念申し上げ挨拶とさせて頂きます。 

【前回の例会】   「   ガバナー公式訪問   」 

国際ロータリーが今考えていること、求めている行動というのは、コンセプト、アイデアです。私が国際大会や国際

協議会に出させていただきまして、たくさん出てくる重要な言葉５つを並べてまいりました。 

まずはコネクトです。ロータリーの礎はコネクトすることなのだと。これは外でつながる中でつながる、いろんなつ

ながりがあります。これは皆さんのクラブでも求められることであります。 

そしてトランスフォームです。変革する。これはどちらかと言いますと、変形するなんです。形を変えるなのです。

本日懇談をさせていただきました愛知三州ロータリークラブさんも、ある意味では形を変えた新しいロータリークラブ

です。そして各クラブもトランスフォームしていかなくてはならないのだと思います。前合衆国大統領のオバマさんは、

チェンジという言葉を使いましたが、ここはトランスフォームなんです。 

三番目はインスパイヤーです。鼓舞していこうと。鼓舞すると日本語自体も少し難しい言葉かもしれません。日本企

業の日立さんは、インスパイヤー・ネクストと使っています。 

そしてインパクトです。各プロジェクトでインパクトを与えようと。奉仕活動で、地域にインパクトを与えようと。

国際親善、国際理解、そして平和に対してインパクトを与えようということでございます。 

最後に私の一番好きな言葉、トゥゲザーです。みんなと一緒にということです。いちばん最初のコネクトとつながる

ことですが、皆さんと一緒に行っていくということが大切なことだと私は思うのです。この５つの言葉は、RI が皆さ

んのクラブに求めている、皆さん一人ひとりにも求めていることです。これをベースにして活動を進めていただきたい

と思います。 

そこで私はこれに則って地区方針「グローバルに考え、地域社会とつながり、そしてロータリーを成長させよう」を

打ち出しさせていただきました。例えば、出席要件も前後２週間から同一年度内のメイクアップに代わりました。若い

人にリーダーシップを持ってもらって、若い人がやり易いロータリーにしてこうではないか。グローバルに考えてない

と理解が出来ないのです。ポリオもそうです。日本は 1980 年代に根絶されました。しかし世界ではまだできていな

いところがあるのです。日本も世界から助けられてポリオが根絶されました。今度は私たちが恩返しをする番です。グ

ローバルに考えなければ理解することができません。知的な多様性と革新的柔軟性を取り入れていこうではないかと。

愛知三州ＲＣさんは知的な多様性だと思います。また変えようと思えば、革新的な柔軟性が必要なのです。劇的に革新

的に行わなければなりません。この２つをキーワードにしてロータリークラブを成長させていただくのです。例会の在

り方、奉仕の在り方、クラブ細則を変えることも可能です。ぜひ皆さんで考えて、持続可能なクラブ、成長を促す素晴

らしい活動をご期待させていただきまして私の卓話とさせていただきます。 

47 期【No11 号】第 2220 回例会                       2019/10/3 
（過去 3 回の修正出席率 8/29：100 % 9/5：100% 9/12：100%） 

【本日の卓話】                      「   全員協議会   」 

 国際ロータリー第 2760 地区 

ガバナー 伊藤 靖祐 君（江南 RC） 
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ガバナー地区幹事･会長幹事懇談会 

 
ガバナー公式訪問(岡崎 RC/愛知三

州ＲＣ/岡崎東ＲＣの合同例会) 
 

ようこそ伊藤ガバナー南村地区幹事 
 

愛知三州ＲＣ/岡崎 RC /岡崎東ＲＣ 

 
開会の点鐘/岡崎東ＲＣ近藤会長 

 
卓話/伊藤靖祐ガバナー 

 
お礼の言葉/岡崎ＲＣ水野会長 

 
閉会の点鐘/愛知三州ＲＣ小原会長 

ご来訪者 国際ロータリー第 2760 地区 

ガバナー 伊藤靖祐君(江南ＲＣ) 

      地区幹事 南村朋幸君(江南ＲＣ) 

出席委員会 本日の出席率 76.92%(欠席 12 名) 

    前々回(9/12)修正出席率 100%(欠席 0 名) 

ニコニコ委員会 
 伊藤靖祐ガバナー、南村朋幸地区幹事より多額のご厚

志をいただきました。 

 近藤会長はじめ全会員 伊藤靖祐ガバナー、南村朋幸

地区幹事のご来訪を心より歓迎いたします。

９月の DONATION 

 ロータリー財団 財団小銭寄付金 米山奨学会 米山小銭寄付金 ニコニコ BOX 

9 月 \0 \4,128 \0 \4,290 \170,000 

今年度累計 \0 \13,442 \0 \12,266 \467,000 

10 月の慶祝 

会員誕生日  おめでとうございます  

小木曽進君(S17.10.7) 長坂貴之君(S46.10.7) 加藤和志君(S32.10.9) 畔栁秀幸君(S33.10.17) 

神谷浩君(S52.10.26) 佐野真琴君(S48.10.28)   

パートナー誕生日  おめでとうございます  

野村政弘君 庸子様(10.3) 小林清文君 全代様(10.15) 畔栁秀幸君 香織様(10.27)  

結婚記念日  おめでとうございます  

林孝夫君(H18.10.1) 中根匤規君(H11.10.2) 稲垣寿君(H26.10.4) 畔栁秀幸君(S58.10.8) 

本田康英君(H5.10.16) 小木曽進君(S42.10.27) 佐野真琴君(H20.10.29)  

入会記念日  おめでとうございます  

杉田雄男君(S55.10.2) 小木曽進君(S59.10.4) 山内隆一君(S61.10.2) 新浪勝也君(H6.10.6) 

佐野真琴君(H27.10.22) 鋤柄英明君(H28.10.6)   

皆出席  おめでとうございます（9 月入会者）  

春名祐樹君(10 年) 林孝夫君(9 年)   

 

10 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

10/13(日)11:30～  久屋大通公園ｴﾃﾞｨｵﾝ久屋広場 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～ 大和ハウス工業㈱岡崎支社 「職場例会」 

10/24(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「想像から創造へ 無から有へ」三代舞踊団 坂本久美子様 

10/31(木) 定款第８条第１節の規定により休会です 
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【参加報告】岡崎ローターアクトクラブ例会「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2019 岡崎」 
ローターアクト委員長 清水幹良 

がん征圧・患者支援チャリティー活動「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2019 岡崎」が、9 月２８日（土）

１１：３０から２９日（日）１２：００まで岡崎中央総合公園多目的広場において開催され、岡崎ローターアクト

クラブが参加しました。岡崎東 RC からも有志がリレーウォークに参加し同クラブを激励いたしました。 

  

  

  

 

 

 

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 定例会 

ひよどり会 10 月 10 日(木) チャーム 定例会 

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示 

ソフトボール 10 月 15 日(火)18:30～ 三嶋小学校グランド ソフトボール練習 

旅行同好会 10 月 27 日(日) 松本リンゴ狩り日帰り旅行 

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 

10 月 8 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

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 11 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30 

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/西尾 KIRARA 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） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

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 25 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30 

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 
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