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「会長エレクト研修セミナーの報告」
会長エレクト 後藤信介さん
「新会員スピーチ」
岩本雅文さん
◆開会点鐘
◆「四つのテスト」斉唱
◆ビジター紹介
岐阜南ロータリークラブ 会長 浅野良浩様
◆会長挨拶
皆さん今日は。
本日は関 RC の親クラブの
岐阜南 RC の浅野良浩様がお
越しになっております。
卓話は後藤信介さんに会長
エレクト研修セミナーについ
てお話しいただきます。また
岩本雅文さんに新会員スピー
チをお願いします。
来月は地区情報委員長の丸尾健二さんに卓話を
お願いたしております。
今年定款の変更が行われました。本来は定款が
変更されれば速やかにそれに併せて RC の定款を変
更し、実情に合わないところは細則でもって実際
の RC の実情に合わせるというのが本来の姿である
とのことを電話で懇切丁寧にお話しいただきまし
た。この点が RI の求めている姿なのですが、実情
に合わない定款をわざわざ変える必要がないとい
う私の勝手な考えで、次期の会長後藤さん、その
次の加藤さんに多大な迷惑をかけることになりそ

平成 29 年 3 月 31 日（金）
うなことをお詫びいたします。丸尾さんがこの定
款と細則のあるべき姿についてお話しいただける
ことになりましたので、そのお話しをお伺いした
上で、短い期間しかありませんが、定款変更、細
則の作成をいたしたいと思っています。
ちなみに、この定款変更のおかげで丸尾さんは
とても忙しい日々を送られているそうです。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員
酒向德享
会員 44 名中 出席 31 名 出席率 73.81％
◎ニコボックス委員会 委員 加藤浩二
会長・副会長・幹事の皆さん・・・本日は「会長
エレクト研修セミナーの報告と「新会員スピーチ」
です。後藤会長エレクトには、次年度に向けての
思いの丈を存分に話していただき、岩本会員は自
己アピールを存分にしていただければと思います。
時間が足りないかもしれませんが、本日はよろし
くお願い致します。
後藤信介さん・・・3 月 11 日～12 日、会長エレ
クト研修セミナーに行ってきました。今日は研修
の成果を報告させていただきます。3 月のゴルフ会
5 回目にして、優勝させていただきました。5 回の
うち 3 回が 2 位でした。
2 位男から脱却できました。
長尾、加藤（浩）
、山谷、岩倉、土屋、古田、林
（昇）の皆さん・・・後藤さん、会長エレクト研
修セミナーご苦労様でした。本日のセミナー報告
をもとに次年度に向けて全力で協力していきたい
と思います。頑張ってください。
◆IGM の報告
報告者：酒向德享

日時：３月２０日（月）18：30 場所：だいえい
ホスト:西田泰幸
R 情報：髙井昭裕
リーダー：亀井髙利 義務出席者：加藤照彦
特別出席者：酒向德享
◆「会長エレクト研修セミナーの報告」
会長エレクト 後藤信介さん
３月１１日（土）
～３月１２日（日）
２日間三重県の
最も西に在る伊
賀市上野の上野
フレックスホテ
ル行って参りま
した。国際ロータ
リー第２６３０
地区の会長エレ
クト研修セミナ
ーが７７クラブ
７７名の参加で
開催され２日間研修して来ました。以前は１日で
行われていたのが最近は２日かけて研修がされ、
スケジュールの中に分科会の感想が４人発表とな
っていましたので、当たる可能性が在るので緊張
感を持って研修を受けました。最初に釼田ガバナ
ーより公式訪問、ＩＭ、地区大会のお礼を言われ
残り地区協議会が有りますが宜しくお願いします
とのことでした。規定審議会で採択された決議を
守りクラブ定款・細則をすぐに改定する必要があ
るわけで、各クラブに自主性を持たせる為に改定
されています内容を熟知してクラブに反映してく
ださいと話がありました。田山ガバナーエレクト
からはロータリーは今、新しい時代に舵取りしよ
うとしています。ＲＩ会長イアン、ライズリー氏
は「ロータリー：変化もたらす」をテーマに掲げ
ました。
「IT IS THE TIME TO MAKE A
DIFFERENCE」と２０１７年１月サンディエゴで
の国際協議会でおっしゃったそうです。ロータリ
ーの奉仕活動を通して「地域に変化をもたらす」
「クラブに変化をもたらす」
「人の人生に変化をも
たらす」
「自分の人生に変化をもたらす」というイ
メージです。世界から集まった５００人以上のガ
バナーエレクトを拝見して国や民族によってそれ
ぞれ事情はあるでしょうが、前に向かって進んで
行こうという雰囲気を感じたそうです。
（地域活動
方針テーマ）
「未来を創造しよう」・・・１０年後
のロータリーは・・・ロータリーは次の１０年に
向けて確実に動き出しました。奉仕の理念は何等
変わることはありませんが１０年後私たちのクラ
ブはどのようなクラブになっているでしょうか。
青、壮、老の会員のバランスはどうでしょうか。

女性会員は増えているでしょうか。ポリオを撲滅
しグローバルな事業を通し奉仕団体として確団た
る地位を世界に築いているでしょうか。それとも
変化についていけず魅力のないクラブが減少しロ
ータリーの認知度が落ちているかも知れません。
クラブは会員基盤を広げ多様な会員の取り込みを
図り積極的に会員増強に努めることから始まりま
す。１０年後のあるべき姿を常に考え「未来を創
造しよう」をスローガンにロータリー活動を展開
していきましょう。クラブの自主性を高め地域の
魅力あるクラブ作りが前進することを目標に一年
間ガバナーとしての職務に精励したいとのことで
した。ＲＩ会長エレクト、「変化をもたらす」
、ガ
バナーエレクト「未来を創造しよう」１０年後の
ロータリーは、というテーマで進められるそうで
すが、私も会長ノミニーに選ばれた時には「温故
＜５０＞知新」ふるきを温め新しきを知り次の６
０周年に向けてのスタートの年と考えて、偶然と
思いますが、今ロータリーは大きく変化をする時
代だなと思いました。初日の偉いさんの話がおわ
り、二日目は１分科会４０分を３分科会に分かれ
て研修が行われました。最初にロータリー財団部
門分科会に行きました。２０１６会計年度 寄付
金総額約２９２億円で一番多く寄付されたのがビ
ルゲイツ氏の７７億だそうです、資金は３年周期
で投資運用され、その後５０％は国際財団活動資
金としてロータリー財団へ、５０％は地区財団活
動資金として分配されるそうです。以前分配の話
は聞きましたが、投資運用については、あまりよ
く解りません。ロータリー財団への、クラブ参加
資格認定覚書（ＭＯＵ）は、事業はしなくても（Ｍ
ＯＵ）は出して下さいとのことでした。地区補助
金申請は、２０１６－１７年度は２６件の申請が
されているそうです。その査定を堀部さんがやら
れている委員会です。グローバル補助金の説明が
有りＲＩ会長賞へ挑戦しようと話がありました。
次の分科会は奉仕プロジェクト部門で社会奉仕、
国際奉仕の説明をされ、青少年奉仕部門ではロー
タアクト、青少年育成、インターアクト部門、米
山記念奨学金部門、青少年交換部門では特に人選
をしっかり行ってほしい、留学先で大変なトラブ
ルが起こる場合がありますとのことでした。次の
分科会では情報部門、職業奉仕部門、会員増強部
門の説明が有り、中でも会員増強は、ＲＩ理事会、
地区リーダー、各クラブにいたるまで、ロータリ
ー全体の最重要課題ですが、中でも重要な役割を
果たすのがクラブです。クラブが会員増強に真剣
に取り組めば、目に見える成果が得られるでしょ
う。新会員を増やし、現会員による積極的な参加
を促すには、魅力的で楽しいクラブ作りが必要で

す。まずはクラブを客観的に見つめ、強みと改善
点は何かを考えてみましょう。まずは、様々な人
からの意見や提案を集めることから始めましょう。
ということで意見を集める方法としては、直接訪
ねる、アンケート調査、ディスカッションなどで
得た現状評価は、形式的なものに留めるべきでは
なく、集めた意見を基に、実際にクラブに変化を
取り入れることが大切で、それが生かさなければ、
クラブをより良くしようという意欲が薄れてしま
うとのことです。会員の多様性については、クラ
ブの現在の会員構成に目を向けて、職業、年齢層、
性別に偏りがないか、地元地域の人口を適切に反
映しているか、女性会員や若年会員を含め、多様
な会員基盤を持つことには、様々なメリットがあ
ると説明が有りました。三つの分科会も終わりま
して分科会の感想発表に入り代表４人が発表され
ました。
３月１８日には東海北陸道グループ会員増強セ
ミナーが各務原市総合福祉会館にて開催され関ロ
ータリーからは池村幹事、木村現増強委員長、次
期会長後藤、岩倉次期幹事、三輪次期増強委員長
と５人でセミナーに参加させて頂きました。まず
釼田ガバナーからは会員の背中を見せ入会しても
らえるような活動をしてほしい、そして、ロータ
リーは大きく変わろうとしている、その例として
２０１５年６月３０日付 加茂東ＲＣ 脱会
２０１５年７月１日付 土岐中央ＲＣと土岐ＲＣ
が合併し土岐ＲＣに。２０１５年７月１日付不破
の関ＲＣと不破ＲＣが合併し不破ＲＣに。1 クラブ
が脱会し４クラブが２クラブになり、現在国際ロ
ータリー第２６３０地区では８０クラブから７７
クラブに減少したそうです。今後も本年度末には
岐阜加納ＲＣと岐阜中山道ＲＣが合併する方向で
進んでいるそうです。また噂では大きなクラブの
合併もあるようです。会員数の少ないクラブが合
併するのは解りますが、大きなクラブの合併につ
いては関心が必要と思います。今後の６０周年に
向けて関ＲＣの選択の中に考えていく必要がある
かもしれないとおもいました。
村橋パストガバナーの基調講演では、クラブ死
重奏について講演が有りました。会員数がピーク
時の
５０％以下、平均出席率が８０％以下、
平均年齢が ７０歳以上、地域の社会環境的課題
クラブが効率的なクラブになっているかの判断基
準であり、ＲＣを脱会するかどうかの判断基準だ
そうです。村橋パストガバナーのクラブでは集団
でクラブを辞めた人達がいて「皆で辞めれば怖く
ない」という感覚で辞められたそうです。そこで
リーダー的な人と話をされ、リーダーの方には辞
めてもらい他の方には残ってもらったそうです。

今後このようなケースは発生するかもしれないの
で注意をしてくださいと話がありました。
◆「新会員スピーチ」
岩本雅文さん
本年１月より、
新会員として
「関ロータリー
クラブ」に加入
させて頂きまし
た、岩本です。
関市在住です。
昭和３６年愛媛
県で生まれまし
た。祖父母、父
母共に学校の先
生という環境に
生まれ、育った
割には、順風と
は言えない今日
この頃ですが・・・。中学校はお受験をいたしま
して、田舎の小僧が間違って合格してしまい、私
立の学校に行ってしまいました。ついて行けず、
高校は県立の宇和島東高校に入学いたしました。
どちらかというとスポーツやその他の活動にはま
ってしまい、生徒会活動や、いろんなスポーツに
夢中になる高校生活だった様に思います。大学は
門をたたくも開けてもらえず、浪人後、風早汽船
株式会社という所に入社致しました。汽船会社で
すが、スポーツクラブの運営をやっておりまして、
アルバイトの延長戦で入社をいたしました。中で
は、選手育成や、障害者のリハビリ、そのころの
成人病の運動療法指導、運営開発等を手がけてお
りましたが、上司と折りが会わず、平成７年に１
３年勤めて退社致しました。同時に遊技場を手が
ける会社がスポーツ事業に参入したいのでと言う
ことで、マーケットリサーチから入り平成８年８
月に１つスポーツクラブを手がけました。運営が
始まりましたが、ちょうどその頃、よく勉強にこ
させて頂いていた岐阜のスポーツクラブのチェー
ンをやっている所から誘われまして、平成８年８
月末に初めて岐阜にやって参りました。以後、ず
っと岐阜ですので足かけ２１年ほどお世話になっ
ていることになります。岐阜にきてからは、スポ
ーツクラブ、フィットネスクラブの運営や、温浴
施設の企画のお手伝いなどをして約５年程が過ぎ
たように想います。現在、私は「株式会社大亞」
の社長をやらせて頂いています。運送、内装仕上
げ工事を主に行っています。全くそういう経験は
なかったのですが、スポーツ事業を手伝っている
ときに、あるオーナーさんから「自分の財産でス
ポーツクラブがあるんだが、運営をやってみるか

ね？」という問いかけがあり、喜んでお返事した
のですが、そのときの店子さんと裁判になり５～
６年はかかると言うことで、その方の本業である
運送業にご厄介になることになりました。全くの
初体験ですので、リフトはなんぞや、トラックと
はどんな物か、どう扱うのか、仕事の内容など判
らず、教えてもらうことばかりでした。たまたま、
配属されたのが倉庫で、車の部品を扱うサプライ
ヤーの物流を行っている部署でした。メーカーか
らの縛りが大きく、また品質も一定しないため、
無駄の大きいやり方のように感じ、そのときに「提
案してもいいか？」と尋ねると「みんな判らんか
ら自由にやってみろ」と言われました。先方と話
をしていく中で何かを作っていくということは、
何を手がけても一緒かなと言うことに気づき、ひ
ょっとすると、この仕事もやれるんじゃないかな
～。と思うようになりました。何となく進めてい
るうちにサプライヤーやメーカーの担当者とも協
力し合えるようになり、
「一度、大きく物流を変え
てみようか」という段階まで話が進み、そのとき
の仲間（従業員）も一緒に工場を２つ合理化して
１拠点に集約し、合理化と高効率化を図るという
ことにチャレンジさせて頂きました。このあたり
が、現在の今の自分に繋がっているように感じて
います。ある時、全く違う会社の部長さんから食
事に誘われ、名古屋で食事をいたしました。その
時に「連れも一緒なので・・・」と言われて３人
で食事をしたのですが、１週間ほどして、その部
長が「実は、あれはお見合いで、先方が、運送屋
っぽくない人を紹介してくれ、今まで運送関係の
紹介者を持って行くんだけど、ことごとく立て直
しに失敗する」
「ちょっと変わったやつの方がいい
のかもしれん」という事だったようです。しばら
くして「うちにこい」と言うことで興味半分行っ
てみました。行ってみると 10,000 坪ほどの大きな
倉庫に電線ハーネスだらけの、大きな物流センタ
ーで、とにかく、日本人の少ない所でした。事故
や間違いが多く、防止策の１手が打てないのが現
状のようでした。入社ほやほやの人間が、何を言
っても聞く耳を持たないだろうと言うことで、１
ヶ月ほどは作業員に混じって作業の毎日です。で
すが、外人でも日本人でもやることは一緒だし、
確認の方法も一緒、ルールも一緒ですから何かの
きっかけで変わるんじゃないかなと思い、挨拶や
言葉に出すことを提案しました。
（幼稚園の目標と
一緒です、ゴミを拾いましょう
大きな声で挨
拶しましょう）ですが、なかなかそれすらできな
いのが現状です。リフトの転倒事故は毎日、品違
いも毎日、うんざりして、ある時、朝礼でリフト
マンに、パレットの上に乗っている自分を、３０

センチ角の箱を４段積んだだけの品物の上に、転
倒させることなく置くようにデモンストレーショ
ンをやるよう指示を出しました。朝礼には２００
人ほどが毎日出席しラジオ体操をして所長から注
意事項を受け、解散と言うものです。リフトマン
は危ないと言いましたが、
「危ないことが判ってい
ても漫然と仕事をやって転倒事故が起きているん
じゃないの」と言うことで当然転倒することを前
提にやって頂きました。これが人だから注意する、
物だから気にしない。では、挨拶をしようも書い
ているだけ、ゴミ拾いも書いてあるだけ・・・に
なっているのと、全く同じ事。今日はとにかく私
が納得する挨拶ができるまで、何回でもやる。と
１０回ほど繰り返し、周りから何が起こっている
の？と見物にきました。その時の物流センターの
社長さんが、「また・・・さん変わったの連れてき
たな～」と思ったそうです。しかし、それを境に
転倒や間違いは減り３ヶ月でみんながある程度真
剣に向き合ってくれるようになったと感じました。
とにかくいろんな勉強をさせて頂いたと感じます。
独立のきっかけは、障害児を抱えていまして、
「定年したらどうやって育てよう。１０年体が動
くうちに死ぬほど働けば何とかならんかな」と思
い４６の時に独立してみました。はじめは１人で
したが妻が助けてくれ、少しずつ人も増え、車も
増え何とか細々やって行けています。 今後とも、
ご指導をお願い致します。
◆幹事報告
◎例会終了後、臨時「理事、役員会」開催
◎4 月のロータリーレート 1 ドル:116 円
次例会のご案内
4 月 11 日（火）12：30
「クラブ運営に大幅な柔軟性のある定款・細則変更
の解釈」
「CLP によるクラブの活性化の仕方」
国際ロータリー第 2630 地区 情報部門
委員長 丸尾謙二様
担当：ロータリー情報委員会
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2Ｆ
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア 2Ｆ

