
 
  
 

 

 
 
 
 2011-2012 RI ﾃｰﾏ 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●ＮＯ．509 2011/8 第 1 例会●
 

テ－マ  『 Let’s Enjoy Ｒotary 』 
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●TEL：0566 - 75 – 8866 ●FAX：0566 -74- 5678  
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第 2650 回例会 ガバナ－補佐訪問 
2011 年 8 月 4 日(木)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：山口研君 
ソング：「君が代」、「奉仕の理想」 
卓上花：トルコキキョウ、ワレモッコ 
ゲスト：西三河分区ガバナ－補佐 細井英治様（安城） 

    分区幹事        寺田孝司様（安城） 

    地区副幹事       西岡則男様（一宮中央） 
ﾋﾞｼﾞﾀ-：ﾘﾌﾞﾗ ｻｸｿﾌｫﾝ ｶﾙﾃｯﾄ 代表 平松加奈恵様 
 

出席報告  福田雅美君 
会員 56 名 出席義務者 43 名 出席 31 名 欠席 12 名 
内出席免除者の出席 12 名 出席率 78.18％  
修正出席率 7 月 15 日(2648 回) 96.42％ 
 

会長挨拶  会長 沓名俊裕君 
（連絡事項） 

・安城 RC と石川博君の東日本大震災被災地に対する支援活動

に対し、石巻の４RC（石巻 RC、石巻東 RC、石巻西 RC、石巻南

RC）と石巻市湊小学校避難所現地対策本部より礼状が届きまし

た。 

 

・本日理事会で承認されました次年度会長エレクトを指名する

指名委員会のメンバ－と次年度安城 RC 創立５５周年記念式

典の実行委員長を選任する指名委員会のメンバ－を報告しま

す。 
（1）次年度会長エレクトを指名する指名委員会 

 成瀬介宣君（委員長）、竹内通裕君、加藤弘君、沓名俊裕君、

大見宏君 
（2）安城 RC 創立５５周年記念式典の実行委員長を選任する

指名委員会 
 原田慶三郎君（委員長）、鈴木福美君、太田昭夫君、杉浦實

君、横田秋三朗君 

 
 
 
 

今月のお祝い 
★会員誕生日祝 新田高広君（8/5） 野村聰君（8/6） 寺田孝司君（8/8） 加藤弘君（8/10） 深津正則君（8/13）  

        竹内通裕君（8/24） 清水正幸君（8/24） 恒川憲一君（8/24） 加賀昭成君（8/26） 奥田法行君（8/26）

★夫人誕生日祝 青山知子様（8/6） 太田鐘子様（8/20） 石原まさ子様（8/26） 野村晃代様（8/27） 

★結婚記念日祝 鳥居博行・佳代ご夫妻（8/25） 

 

（あいさつ） 
本日は、『サムライ精神』－会社のために払う努力は、必

ず報われる－という言葉を紹介します。この言葉は、カルロ

ス・ゴ－ン氏（日産自動車㈱社長兼最高経営責任者（CEO）

ルノ－取締役会長兼最高経営責任者（CEO））の経営哲学です。

 カルロス・ゴ－ン氏の職歴は、1978 年（24 歳）ミシュラ

ン入社、1985 年（31 歳）ブラジルミシュラン取締役社長、

1990 年（36 歳）北米ミシュラン会長兼社長（CEO）を歴任し、

1996 年（42 歳）にヘッドハンティングでルノ－に入社し上

席副社長となり、２年で黒字転換させました。その時の異名

は「コストカッタ－」です。1999 年日産最高執行責任者（COO）

となり、「日産リバイバル・プラン」を発表しました。その

時のニックネ－ムは「セブン－イレブン」です。2001 年（47

歳）（日産社長兼最高経営責任者（CEO）、2005 年（51 歳）ル

ノ－と日産の両社の会長兼社長（CEO）です。 

 2011 年 3 月決算期の日産自動車㈱は、時価総額３兆７，

３００億円、売上高８兆７，７３０億円、経常利益５，３７

８億円です。 

 カルロス・ゴ－ン氏の「コミットメント（公約）」である

「日産リバイバル・プラン」の主な項目は３点で、①2000

年度中に黒字化する、②2002 年度営業利益率４．５％以上

計上する、③2002 年度負債額を半分に削減する、です。 

日産自動車㈱は、カルロス・ゴ－ン氏の「日産リバイバル・

プラン」を実現し、業績は V字回復しています。中でも中国

の自動車販売市場では、主要ブランド別販売台数（2010 年）

で 102 万台の６位に位置し、これは日本メ－カ－の１位とな

っています。 

以上を受けて、本日のロータリ－に映した言葉は、“ロー

タリ－クラブはゴ－ン（前向きに going）”となります。 
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幹事報告  幹事 永谷文人君 

＊本日例会終了後、カバナー補佐出席によるクラブアッ

センブリーを行います。 

＊前年度報告書と会員名簿ができました。 

＊11/19（土）・20(日)地区大会の登録をしてください。

次年度当クラブ地区大会の為、出席義務者以外の方も

多数参加ください。尚、3 年未満の方・19 日の RI 会

長代理との晩餐会出席の方は後日登録料をお願いし

ます。 

＊8/19（金）は三河安城とのガバナー公式訪問合同例会

です。また、駐車場は三河安城 RC の会員優先です。

＊来週は休会です。 

事務局お盆休みは 8/12～8/15 と 17 日です。 

 

委員会報告 
親睦活動委員会  横山真喜男君 
・会員誕生日祝 夫人誕生日祝 結婚記念日祝（別掲）

 
ニコボックス報告 

7 月 22 日（第 2649 回）例会分発表 近藤裕保君 

8 月 4 日（第 2650 回）例会分発表  戸谷央君 

 

卓 話 
ガバナ－補佐訪問 
西三河分区ガバナ－補佐 

  細井英治君（安城） 

 

松前憲典(ﾏﾂﾏｴｹﾝｽｹ)ガバナ－の下、２０１１－２０１

２年度西三河分区ガバナ－補佐に就任しました細井英

治(ﾎｿｲﾋﾃﾞﾊﾙ)です。この職責に対し、その責任の重さを

痛感しています。 

２０１１－２０１２年度 RI 会長はカルヤン・バネル

ジー氏が就任されました。 

まず本日の卓話は、RI テーマと RI 会長のご紹介から

お話します。 

①2011-2012 年度 RI テーマ・役員紹介 

【RI テーマ】 

Reach Within to Embrace Humanity 

－心の中に到達して、人間愛を抱け－ 、です。 

簡潔に表現すれば、「援助が必要な人々に届くように、

自分に何ができるか真剣に考え、目に見える形で行動を

起こしましょう。」となります。 

②２０１１－２０１２年度 RI 会長カルヤン・バネルジ

ー氏をご紹介します。 

 1942 年インドのカルカ

ッタに生まれ、現在インド

最大手の農薬メ－カ－の

理事で隣国バングラデッ

シ            

ュ支社の会長です。 

ロ－タリ－歴は、1980-1981 地区ガバナ－、1995-1997

年度国際ロ－タリ－理事、2001-2005 年度ロータリ－財

団管理委員、2011-2012 年度国際ロ－タリ－会長です。

 RI 会長カルヤン・バネルジーさんは、３つの強調事項

を掲げておられます。（1）家族（2）継続（3）変化、で

す。 

（1）「家族」について会長は次のように言っています。

「万事は家族から始まります。私たちが行う奉仕す

べて、また世界で成し遂げたいと望むことすべての

出発点は、家族にあります。そして、あらゆる家族

の中心を成しているのが、母と子です。ここから始

めてこそ、人々の生活や地域社会全体を通じて、世

界をより良くしていくことができるのです。」 

（2）「継続」について会長曰く。「私たちが得意とする

ことは何かを知り、それを継続しながら次のレベル

へと高めていくことです。私たちは皆、ロータリー

の奉仕で成功を収めてきました。これらの成功を土

台に、今後もさらに多くの人々に手を差し伸べてい

くことができるでしょう。」 

（3）「変化」、会長は特にこの言葉を強調しています。「改

善できること、変えるべきことがあることを、私た

ちは知っています。」「マハトマ・ガンジーはかつて

次のように述べました。『世界の変化を望むなら、あ

なた自身がその変化にならなければならない。』」「ロ

ータリアンは並みのことには満足しません。なぜな

らロータリーは非凡な組織であり、ロータリアンは

類いまれな人々だからです。私たちが自分自身を高

めることによって、世界を高めようと取り組むのは、

このためなのです。」「幸せと健康と平和にあふれる

世界をつくることができる、過去よりも明るい未来

を築くことができると、私たちは信じています。理

想主義者である私たちは、ロータリーの奉仕を通じ

てこの理想を実現しているのです。」「平和、調和、

そして友情の精神の中で変化をもたらし、すべての

人々のために、さらに喜びある世界を築いていこう

ではありませんか。」 



 
③国際ロ－タリ－第 2760 地区松前憲典ガバナ－のご紹

介とガバナ－が掲げられたテーマをご紹介をします。 

               松前憲典ガバナ－の

主な経歴は、1956 年大

阪歯科大学卒業、1965

年大阪大学医学部にて

医学博士、1965 年松前

歯科医院院長、2009 年

一宮歯科医師会監事、

です。 

 ロ－タリ－歴は、1967 年一宮北 RC 入会、1990 年

一宮中央 RC へ移籍し、1990-1992 年度一宮中央 RC 初代

会長、1990-1995 年度 RID2760 地区インタ－アクト委員

会委員長、1995-1996 年度西尾張分区代理、1997-1999

年度 RID2760 地区Ｇ．Ｓ．Ｅ委員長、2011-2012 年度地

区ガバナ－です。 

【松前ガバナ－の掲げられた地区テーマ】 

 松前憲典ガバナ－は今年度の地区のテ－マとして、３

つのテ－マを掲げられました。 

 １．会員増強とクラブの活性化 

 ２．社会貢献をする 

 ３．ゆったりとおおらかに生きる 

では、この３つのテ－マを個別に見ていきます。 

１．会員増強とクラブの活性化 

第 2760 地区は会員数が日本最大の地区ではあります

が、会員数は 2011 年 7 月 1 日現在 4,818 人です。

2001-2002 年度の会 

員数は 5,973 人でし 

た。80.7％まで会員 

が減少しました。 

また、西三河分区 

の会員数は、2001-2002 

年度 593 人、2011 年 7 月 1日現在 535 人で、90.2％まで

減少しました。 

そこで、松前憲典ガバナ－は組織力を強化し活動を活

発化するため、会員増強が肝要であると、非常な危機感

のもと、第 2760 地区の会員数の目標を 5,000 人と定め

ました。純増目標 182 人となります。 

これを受けて各クラブが提出した会員増強目標数は

236 人と心強い目標数が報告されています。この内西三

河分区は、９クラブで 20 人の増強を目標に各クラブが

報告しています。皆様のご協力をお願いいたします。 

２．社会貢献をする 

ロータリーの基本理念について、アーサー・シェルド

ンは「”Service”サ－ヴィス」という言葉で表現され

ました。サ－ヴィスは、邦訳の奉仕という言葉よりはる

かに概念が広く、多くの人に尽くす行為全体を示してい

ます。“思いやりの心をもって、ほかの人のために尽く

すこと”であります。 

田嶋パストガバナーは、地区大会で、奉仕を“社会貢

献をする”ことであると述べられました。 

３．ゆったりとおおらかに生きる 

 

                 究極の人生論と

考える。 

（老子道徳説） 

 

 

 

④2010-2013 年度 新 RI 長期計画を紹介します。 

長期計画は、2007 年に RI 理事会において承認されま

した。 

この計画の各要素は、 

組織の信念と価値観が 

確実に反映されるよう 

更新され、さらに拡張 

されました。 

（1）優先項目（３項目） 

１．Clubs ・・・・・クラブノサポ－トと強化 

 ・クラブの刷新性と柔軟性を育てる 

 ・すべての奉仕部門における調和をとれた行動を行う

 ・会員の多様性を増進する 

 ・会員の勧誘と改善を維持する 

 ・リーダ－を育成する 

２．Service ・・・・人道的奉仕の重点化と増加 

 ・ポリオを撲滅する 

   ポリオ撲滅は、RC が 1985 年から提唱しそして行

動し、現在全世界で症例発症数は約 2,000 件、常在

国はインド、パキスタン、アフガニスタン並びにナ

イジェリアの４ケ国となり、撲滅まであと一歩のと

ころまできています。 

 ・奉仕の継続性を高める 

   新世代奉仕プログラム 

   ロ－タリ－の６つの重点分野 

３．Public Image ・・公共イメ－ジの認知度向上 

 ・イメ－ジとプラン認知を調和させる 

 ・行動を主体とした奉仕を PR する 

・中核となる価値観を推進する（５つの価値観） 

   それは、奉仕（継続がポイントです）、親睦、多

様性、高潔性（旧：高い倫理基準のことで、品格や



 
人格を表わしています）、リ－ダ－シップ、の５つ

です。 

 ・職業奉仕を強調する 

 ・クラブ独自の活動について周知を図る 

（2）重点分野（６分野） 

１．平和と紛争予防／解決 

・地元での平和活動を強化する。 

・紛争地域での長期的な平和構築を支援する。 

・紛争による被害を受けた立場にある人々、特に子供と

青少年に援助を提供する。 

２．疾病予防と治療 

・地元の保健の専門家の能力を高める。 

・HIV、エイズ、マラリア、その他の主要な疾病の蔓延

を防止する。 

・地域社会の医療施設を改善する。 

３．水と衛生設備 

・安全な飲料水と基本的な衛生設備を地域社会のより多

くの人々が使えるようにする。 

・安全な水と衛生について、地域社会の人々を教育する。

４．母子の健康 

・５歳未満の子供たちの死亡率を減らす。 

・妊婦の死亡率を減らす。 

・母子の健康に関連する研究を支援する。 

５．基本的教育と識字率向上 

・子供たちが、質の高い基本的教育を受けられるように

する。 

・成人の識字率を高める。 

・基本的教育と識字率向上に関連する研究を支援する。

６．経済と地域社会の発展 

・貧しい地域における起業家や地域社会リーダーの育

成、特に女性の発展に力を入れる。 

・経済と地域社会の発展に関連する研究を支援する。 

・生産性の高い充実した仕事の機会を特に青少年のため

につくる。 

⑤ロータリーの考え方を図式化するとこのようになり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ガバナー補佐方針を発表します。 

【ガバナ－補佐方針】は、『友達をつくろう』です。

 

 

 この方針は、松前ガバナ－のテ－マに通ずると考え、

これを私のテ－マとしました。 

 皆さん、よろしくお願いいたします。 

2011.8.4 安城 RC 第 2650 回例会にて

 

    

             

 

（お知らせ） 

・写真同好会では、参加メンバ－を募集しています。興

味のある方は、代表世話人勝見乙平君または事務局ま

で、ご連絡ください。 

 

 

 

安城七夕まつり 




