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第2611回 2023年2月14日(火) 

◎例会前、会長幹事懇談会 11：30～12：15 

『ガバナー補佐訪問』 

 国際ロータリー第2630地区 

岐阜西濃グループガバナー補佐 岩田 勝司様

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

会長 岩田 勝美 

本日は今期２回目のガバナー補佐訪

問です。岩田勝司ガバナー補佐、宜し

くお願い致します。大垣中RCの中村一

ガバナー補佐エレクトも、勉強の為、

同行されました。先週は年に一度全国

の友人が銀座に集まる会合の為欠席させて頂き、柳原会

長エレクトに代打をお願いしました。その際、豊田ジャ

ンクションを静岡方面に進んだ所で、白のクラウンに止

められまして、国家財政に協力しましたが、高速道路で

は 40 キロまでは青切符だったのが不幸中？の幸いでし

た。新東名は全線制限速度120キロだと思っていました

が、静岡県内だけだそうです。私は、豊田ジャンクショ

ンからが新東名だと思っていましたが、まだ伊勢湾岸だ

そうです。 

 先程行われたガバナー補佐との懇談会では、クラブの

問題点について交換留学生の相手国の審査方法に問題は

無いかといった話題が出ましたが、私は過去 4人ホスト

しましたが、今回は特別と本音のお話をしました。 

 後程、堀研修情報委員長から 1月 28日行われた「地区

前回例会の記 録  
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国際ﾛｰﾀﾘｰ第2630地区 

ガバナー補佐 

岩田 勝司様 

次期ガバナー補佐 

中村  一様 



研修リーダーセミナー」の報告があります。先程の懇談

会でも研修の必要性のお話が出ましたが、今日例会後、

TMS（10 分間セミナー）が開催されます。私も出席させ

て頂きます。 

 

 
国際ロータリー第2630地区 

岐阜西濃グループ 

ガバナー補佐 岩田 勝司様 

今日は、二回目で最後のクラブ訪問

です。昨年度AG サンリバーの後藤さ

んは、コロナで10月の IMも2月のク

ラブ訪問もできませんでしたから私は、同行させていた

だくこともなく、蓋を開けた 7月にいきなり各クラブ訪

問でどきどきでした。本年は、ご都合のつく日程の 3ク

ラブだけですが次期 AG の中村さんに同行していただき

ます。 

私の仕事は、ガバナーのアシスタントです。西濃グル

ープの合同例会の際皆さんには直接高橋ガバナーの話を

聞いていただきました。ガバナーも皆さんにお伝えした

いことが山盛りでした。今日は、アシスタントの立場か

ら、もう一度高橋ガバナーはこんなこと言いたいのかな

と私が思うところの話を一つだけさせていただきます。 

実は、一年前の二月の AG,CC会議を皮切りに、AGはほ

とんどの行事に参加が必須ですから参加してきました。

各クラブから 1～2 名参加のいろんなセミナーのすべて

に(一つだけ欠席しましたが)参加させていただきました。

勉強になりました。 

地区大会におけるすべての方の講演は大変印象深かっ

たし、先日の月信にも報告されていますインフォファー

ムの辻会長の講演や、イエローハットさんの天秤棒、近

江商人の話の映画やらどれもこれも参加して良かったな

と思っています。私は、各クラブを代表して各セミナー

に参加された皆さんが各クラブに持ち帰りセミナー内容

を活用されていることはありがたい限りと思います。 

ところで、高橋ガバナーは最も直接参加人数の多い地

区大会が開催できて、講演内容も良く、大成功させてい

ただきありがとうございましたと述べていらっしゃいま

す。 

今回大会当日、朝早くにガバナー補佐全員の招集がか

かりその日のステージ上の立ち位置のリハーサルがあり

ました。驚いたのは、幹事クラブの岐阜クラブの皆さん

が朝早くから出勤していらっしゃったことです。大会運

営クラブは大変です。 

さて、今年度ガバナーは岐阜、次年度は多治見、その

次は名張からガバナーが出ます。全く私のつぶやきです

が、いずれ西濃グループもまた地区大会開催の責任があ

るのではないかと思っています。なので、いずれどこか

のクラブさんが手を挙げられたら皆さんで応援したいと

思います。 

ところで、規模が全く違いますが、ガバナーにとって

の地区大会と同様なのが、ガバナー補佐にとっての IMで

す。ほんとに今年度 IM が開催できましたこと有難く思

っています。皆さんに感謝します。当日羽島クラブご発

表の松田さんにはお世話かけました。 

さて、本年度 IM のテーマとしました 4 つのテストの

「みんなのためになるかどうか」、私はいつも「誰かのた

めになるか」と読み替えていますが、このフレーズがあ

るから私いまだにロータリーを続けていられると思って

います。 

私が、なんでロータリークラブに在籍させてもらって

いるのかなと思うとき、アフリカのマラリヤと戦う人た

ちや字の読めない人たちへの支援も間接的にできている

わけだし、あるいは自分の会社の従業員さんたちのため

にとか、自分のできる範囲で「誰かのために」と考える

ことのできる活動ができるからだと思います。 

 

 
Ｒ研修情報委員長 堀 雅利 

去る１月２８日名鉄グランドホテ

ルにて、クラブ研修リーダーセミナー

に参加してまいりました。コロナによ

り、辻ガバナー時代以来行えていませんでしたが、昨年、

ガバナー補佐卓話  

   

   

クラブ研修リーダーセミナー報告 

 

日時：令和５年１月２８日（土） 

場所：名鉄グランドホテル 



数年振りに研修セミナーを行いました。が、岩田委員長

がコロナに罹患され欠席でしたので、実質的なスタート

となる２回目のセミナーとなりました。 

今回は、岩田委員長より、一方的に話を聞くだけでな

く参加型のセミナーにしたいという趣旨から多くのディ

スカッションが行われました。 

以下、要点を会員の皆様にお知らせいたします。 

ＲＩは戦略的に色々な施策を行っているものの会

員が減ってきている困難な時代となっており、毎年１５

万人が入り、それ以上の会員が退会をしている。 

退会のほとんどが入会３年未満。ロータリーをわから

ないまま、あまり良い印象を持たないままに退会となっ

ている。 

会員数はロータリー先進国が減少し、後進国が伸びて

全体をキープしているという状況で、現在はアメリカが

トップですが、近い将来インドがアメリカを抜くと思わ

れます。これにはグローバル補助金の被支援国として後

進国の参加が伸びているという裏事情があり、問題視さ

れています。 

それに対し、ロータリーは時代の変化に合わせて変わ

らなければならない、とＲＩ理事は語っています。 

 

高橋ガバナーより。 

何故低迷の時期を迎えているのか分析してみた所、ロ

ータリーとしての魅力が低下しているのではないかと考

える。 

それには、入会してきた会員たちが期待している価値

観の提供が出来ているか、また、会員全体に奉仕の理念

に対する誇りが失われてきているのではないか。 

日本ロータリー１００周年実行委員会が新入会員に対

し、ロータリー入会にあたって期待している事というア

ンケートを実施しました。その期待する価値は、自己研

鑽、学習、成長の期待というものだったそうです。 

ロータリーには、自己の成長と事業の発展、人生を豊

かにするという使命があります。 

会長、幹事、クラブリーダー、クラブ研修リーダーが

それを行う必要があり、地区研修リーダー設置を義務付

け、クラブ研修リーダーの設置の奨励をしています。会

長以下全員が協力し研修を行い、退会防止に努めて下さ

い。 

会員増強と退会防止は車の両輪であり、ロータリーは

心を育て、人を育てます。 

クラブの究極の目的は素晴らしい真のロータリアンを

育てることです。 

RI は人道支援活動に軸足をおきボランティアに傾倒

しています、私はこれではクラブや人を育てる事は出来

ないと警視しています。社交クラブなだけであり、崩壊

につながっていく可能性があります。親睦と共に「学び

に」力を注ぎ、地区の研修に頼るだけでなくクラブ主催

の勉強会を行い原点を共に学んで追求していって欲しい。 

増強のポイントは、組織の魅力と人の魅力です、魅力

あるクラブが会員増強につながります。 

「頭を下げてクラブに入ってもらっているようではだ

めだ、ロータリークラブに入りたいと思わせていないと

だめだ。」とゆう話を聞きますが、その前に魅力あるクラ

ブ会員で構成された魅力あるクラブとなれているかどう

か今一度見つめなおしていただきたい。 

研修をしっかりと行い、人を育て魅力あるクラブとして

ほしい。 

 

剱田パストガバナーより。 

会長をはじめとした指導者による研修をしっかりと行

えていますか？ 

ロータリーの知識と指導力をもつ質の高い例会が退会

防止に役立つ。団体の真の目的を知らずに入会する人が

多くいますが、知識の乏しいクラブでは退会につながっ

てしまう。 

奉仕の哲学の追求に熱心なクラブとそうでないクラブ

があるようです、全クラブが奉仕の哲学の追求にいそし

んでもらいたい。 

新会員の入会の動機の多くは社会的な付き合いによっ

てだと思われるが、結果、人間性を高めたいと思い入会

してくる。その熱意を裏切らないクラブであって欲しい。 

勉強とはなにか、エゴとの決別、寛容・忍耐である。 

ロータリーとはなにか？１００人に聞かれたら１００

様の答えがあって良いと思う。 

それぞれのロータリアンにとっての本質はなにか？と

いうのを勉強し続けなければならない。 

決議２３-３４、ロータリーとはひとつの人生哲学である 

人生の目的は心を高め魂をみがくこと、その為には利

他の心を磨くこと、である。 

 

辻パストガバナーより。 

４３年在籍してなるほど、と思うことがありました。 

地区の代表している時に質問されました、ロータリー

っていいことする団体だよな？なんでいいことするのに

なんで勉強しなあかんのや？これが全てだと思う。 

財団の存在は国によって立場が違う、それをスタンダ

ードにする為にＲＩは動いている。が、国や地区によっ

て価値観はちがってくる。ロータリーの精神にもとづき

ながら地区それぞれに事情をもってクラブは存在してい

ます。各クラブで出来ること、各個人が出来ることは変

わってくると思います。それを実行していく為には、理

念だけではなく歴史や制度、最低限の勉強は必要なので

ある。 

ロータリアン、ひとりひとりがとても大事な役割があ

るんだよと。 

次の一秒はもう今。最後にいきつく所は子供達の笑顔。



その為にそのクラブの周囲に合わせた役割や存在につい

て、前向きに勉強を行うのがセミナーではないか。 

 

浦田パストガバナーより。 

ロータリーの究極は地域社会に敬愛される人をクラブ

として育てあげることだと思います。 

そのためにどうするか、皆でロータリーを理解するん

です。 

社会や地域で貢献する為には、歴史も知って考えも知

って、その上で社会に貢献する必要があるんです。その

為には会長幹事や研修リーダーが中心となり、クラブ内

の研修に勤しんで下さい。 

 

 
出席委員会 
・本日の出席率  
出席規定会員数 ３３名中 ２６名 ７８．７９％ 

ニコニコＢＯＸ委員会 
◎ニコニコＢＯＸ 

◆国際ロータリー第2630地区岐阜西濃グループ 

 2022-23年度ガバナー補佐 岩田 勝司様 

 2023-24年度ガバナー補佐 中村  一様 

◆岩田 勝美君  林  秀樹君  西松 永根君  

川﨑 正一君  佐溝 勝樹君  南谷 茂伸君  

平松 暁仁君  辻井  晃君  梁 麗娜さん  

久米  勉君  松田 和彦君  青木 秀益君  

天野 洋和君  杉山 大地君  青木まき子さん 

堀  雅利君  虫賀 大輔君  柳原 望成君  

荒木 義男君  佐藤 裕昭君  木寺 祐樹君  

小椋由美子さん 山下 正弘君   

第2611回 例会前、会長幹事懇談会 

「ガバナー補佐訪問」国際ロータリー第 2630地区岐阜

西濃グループガバナー補佐 岩田 勝司様、次期ガバナ

ー補佐 中村 一様、ようこそお越し下さいました。 

 

◎仕合せ貯金 

 岩田 勝美君  加藤 宗雄君  梁  麗娜さん  

堀  雅利君  荒木 義男君  南谷 茂伸君 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 
地区インターアクト委員会 委員 荒木 義男 

・次年度韓国派遣交流事業について 

 韓国の国際ロータリー第3600地区を訪問。 

 ３月２０日に地区事務所より募集要項発送。クラブよ

り各校へ募集要項を持参し、案内を行う。 

 次年度の募集人員は１０名（例年は３０名） 

５月２８日 最終面接を行い、派遣生徒決定 

訪問日程 ８月４日～８日（計５日間） 

・インターアクトクラブ岐阜西濃グループ協議会について 

 第2630地区内３３校のインターアクトクラブがある。 

三重・岐阜西濃・飛騨東農中濃の３グループに分かれ

て毎年協議会を開催。 

羽島ＲＣは、2025-26年度に羽島北高等学校のスポン

サークラブとして、協議会を開催することが決定。 

・インターアクトクラブ 年次大会の開催について 

 インターアクトクラブを設立したロータリークラブ

は、慣例的にその５年後に年次大会を開催する。 

第2630地区のインターアクトクラブが一堂に会し、

韓国からの交流派遣生徒も参加する盛大な行事。 

2028-29年度に、羽島ＲＣがスポンサークラブとして

年次大会を開催することが決定。 

委 員 会 報 告 

 

●次回例会は２月２１日（火） 

『第３回クラブ協議会§１』 

●２月１７日（金）は１９：００～西松亭にて  

第３回ＩＤＭが開催 

Ｒ研修情報委員：松田 ／ リーダー：野中 

●回覧内容 

 ①3/7（火）夜間例会・新会員歓迎会・ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ

壮行会 出欠確認名簿 

②3/14（火）仕合せ事業「双樹園」出欠確認名簿 

 ③2023～2024年度ロータリー手帳 注文用名簿 

 ④メルボルン国際大会のご案内と登録のお願い 

 ⑤「第２１回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

 ⑥2022年 手続き要覧  

 

≪第８回 理事役員会 承認事項≫ 

●３月のプログラムについて 承認 

●４月１０日（月）ガバナー杯チャリティーゴルフ 

壮行会について 

 ３月７日（火）第１例会時（夜間）に開催 

幹 事 報 告（第２６１１回） 

 

地区ＩＡＣ委員会 報告  

 

 

本日の例会の食事 

日 時：令和５年２月５日（日）12：00～16：00 

場 所：大垣フォーラムホテル 


