THE ROTARY CLUB OF PORT NAGOYA

Weekly Report

承 認 1966 年 5 月 12 日 例会日 金曜日 12：30
例会場 名古屋マリオットアソシアホテル
事務局 TEL 052-221-7020 FAX 052-221-7023
E-Mail office@portnagoya-rc.com
URL http//www.portnagoya-rc.com

名 古 屋 み な と

会 長 髙田 和裕

幹 事 村田 誠一

広報･雑誌・会報委員長 久留宮 秀郎

2020～2021
９9OPENS
ROTARY

OPPORTUNITIES.

ロータリーは機会の扉を開く

臨時増刊号 5 号
2021 年(令和 3 年)2 月 5 日(金)

会長挨拶
大寒を過ぎ、立春に入りまし
た。２月３日節分には、今年の
恵方「南南東」を向き「恵方巻
き」を食べました。
「恵方巻き」
は、大阪の老舗寿司屋で生ま
れたそうです。恵方は歳徳人
（としとくじん）という一年
を守ってくれる神様がいる方
角のことを指すそうです。
私は、お酒も飲まず２０２１年の方角の南南東を向き
ながら太巻き寿司にかぶりつきました。無言で食べき
ると、一年間病気をしないといわれてるそうなので、メ
ンバー皆がコロナに負けないように願をかけました。
２月４日からは、立春です。
「立春大吉」と縦に書いた
紙を柱や玄関に貼るのは、一年を無事に過ごすための
おまじないです。すべての文字が左右対称であること
から、バランスや安定に通じる縁起を担いでいます。

そして、今日。２月５日は、笑顔の日です。２（に）月
５（こ）日で「ニコニコ」の語路合わせから笑顔の日と
いうそうです。こんな日に「ニコニコデイ」をすればと
思いましたが、休会です。
さて、
「立春」と言えば「春告草」
（はるつげぐさ）
。厳
しい寒さのなかで、梅の花がチラホラと咲き始めます。
控えめで気品あふれる五弁花は、昔から春の到来を知
らせる「春告草」として愛されてきました。日本人に備
わる、季節のうつろいを慈しむ感性の原点といえるか
もしれません。

R.I．会長 ホルガー・クナーク

奈良時代に「花見」といえば、桜ではなく梅だったと聞
きます。
今回も一冊」の本を紹介させてください。
「気品のルール」 加藤ゑみ子著 の中より
㈱ディスカバー・トゥエンティワン発行
人の真価、あるいは本音が
表れるのは、日常ではなく、
非日常時です。気品もまた、そ
の「本音」と一体化しているも
のです。最大のピンチに見舞
われたとき、判断を誤らない
でいられるとしたら、ふだん
の振る舞いがどれほど粗忽で
あったとしても、その人が気
品ある人であったことが明らかになるのでしょう。
メンバーに早く会える日を楽しみにしてます。
私の若鯱会時代の親友、浅井清さんに一枚の絵をもら
いました。
「見上げてごらん・・」
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米山記念奨学生近況報告

冀

媛媛さん

みなとロータリークラブの皆様、いつもお世話にな
っております。奨学生のキエンエンです。今月は休
会で例会に参加できませんが、皆様の健康をお祈り
申し上げます。お別れの時が近づいてきました。3
月は皆様にご挨拶をしたいと思っております。これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。

2 月の誕生日祝福
3 日 棚橋君
4 日 小島君夫人
8 日 寺西さん、小野田君夫人、
9 日 岡本君夫人
10 日 早瀬君
17 日 水谷君
24 日 岡田君夫人

2 月の結婚記念日祝福
2 日 市野君
10 日 水谷君
13 日 中井君

幹事報告

村田 誠一君

皆さんこんにちは、2 月に入り
まして残すところも今期５か
月となりました。片手で指折
り数えられることに喜びを感
じております。コロナ禍で思
うように活動が出来ません
が、そろそろ高田会長の功績
をと考えるこの頃です。今月
の理事会で承認して頂きまし
た WEB 例会を２月に開催さ
た WEB 例会を２月に開催させて頂くこととなりま
せて頂くこととなりました。
した。コロナ禍で緊急事態宣言となり、マリオット
ホテルでの例会は出来ません。2/19・2/26 の例会
はもともと会員の卓話という事もあり、例会形式で
録画をして YouTube にアップする方法で例会を開
催します。オンタイムでの ZOOM などによる例会
を行うのは少々ハードルが高いので、いつでも・ど
こでも・スマホでも見れる方法に落ち着きました。
初回は 2/17 に撮影をしますのでアップできるのは
2/19 を過ぎてしまうかと思います。準備が出来ま
したらご案内致しますので、閲覧の程宜しくお願い
します。
【お知らせ】
2 月のロータリーレートは 1 ドル 104 円です。
地区大会 3/14 は新型コロナ感染の影響を受け、顕
彰昼食会・大懇親会は中止となりました。本会議は
開催されますので、ご参加の程、宜しくお願い致し
ます。
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近況報告

藤掛

誠一郎君

安心生活創造業として防犯セ
キュリティにかかわる仕事を
させていただいています(株)
トレネッツの藤掛です。よろ
しくお願いいたします。愛知
県というと泥棒犯罪が 13 年
連続で全国ワーストワンだっ
たのが一昨年からワースト 5
位、昨年はワースト 6 位と確
実に減ってきています。特に昨年はコロナ禍で家に
人がいることが多いため、住宅侵入は減りました
が、実は被害額は上がっています。これは下見だけ
でなく狙いを定めて確実に大金を盗るというもの
です。ほとんどの泥棒は日本人が集団で行い、必ず
「下見」をします。最近では防犯カメラが注目され
ますが、カメラはあくまで泥棒対策として効果は高
くないです。一番効果があるのは侵入したときに建
物の外で音が鳴るということを恐れます。下見の段
階で「ココは音が鳴る」というのがわかるように音
声威嚇機器を設置しておくだけで対象から外され
ます。弊社は「侵入されたらどうするか」ではな
く「侵入をあきらめさせる」防犯にこだわって今年
で 22 期目となりました。
ただ時代はカメラに動いているので、カメラ映像を
AI や顔認証で威嚇するための新サービスを昨年末
から始め、新たな生活様式で安心できる生活環境が
提供できるようにこれからもがんばります！

第 8 回理事会議事録
とき
出席者

2 月 3 日（水）
メールにて配信
髙田、栢森、田島、三枝樹、芹澤、
箕浦、棚橋、野崎、藤原、市野、加藤(茂)、
杉江、村田、岡田
14 名（敬称略）

審議事項
・遠藤 孝次郎君、退会届承認の件
一身上の理由から退会届が提出されました。
・２月１９日・２６日マリオットホテルでの例会を中
止しＷＥＢ例会とする件
１９日は卓話者の野崎君が国際奉仕事業の報告をし
ます。２６日は橋本美穂さんの卓話予定です。
事務局ＭＢＳに依頼して例会形式で録画をする。
それをユーチューブにアップして会員が都合の良い
時に見てもらう。出来るだけ短時間で見られる様に
作成。
・３月５日例会中止の件
外部卓話者のため、安全を考慮して休会とする。
以上３件につきまして承認されました。
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今後の例会予定

WEB 例会
卓話「フィリピン国際奉仕報告」
国際奉仕委員長 野崎 修君
WEB 例会
卓話 橋本 美穂さん
休会
卓話
名古屋中央ローターアクトクラブ
幹事 都築 瑠衣さん
17F「コスモス」
休会
卓話
NPO 法人ファミーユ理事長
熊崎 純子様
17F「コスモス」
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