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ロータリーは世界をつなぐ

第 2576 回例会 №26

2020 年(令和 2 年)6 月 12 日(金) 雨
「それでこそロータリー」
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R.I．会長 マーク・ダニエル・マローニー

ゴルフ会優勝

早瀬

鎌行君

6 月 10 日（水）緑ヶ丘カントリークラブ

年度最終例会
出席報告
会員 68 名中 出席 49 名 出席率 72.05％
○ゲスト
米山奨学生 冀 媛媛さん

会長挨拶
2024 年に新札が発行される
予定ですが、その 1 万円札の
肖像画に選ばれたのが、日本
実業界の父とも言われた渋沢
栄一さんですが、彼の著書に
「論語と算盤」という本があ
ります。この本は自身が貫い
た経営哲学が書かれたもので、論語の倫理思想と
商いは一見相反することに思えますが、突き詰め
ていくと本質は同じということという内容です。
倫理的に正しい事、社会に役立つ事をしなければ
一時的には金儲けをすることが出来ても末永くは
続かないという事が書いてあります。
これはまさにロータリーの職業奉仕の理念に通ず
るところがありますね。渋沢栄一は、徳川慶喜将
軍の弟たちとフランスに渡り見聞を広め、そこで
株式会社の仕組みを知り日本に帰って日本で初め
て株式会社を設立し約 500 ほどの企業を起こして
います。また同時に 600 ほどの社会公共事業にも
尽力しました。
株式会社というのは今では当たり前の組織形態で
すが、なかなか優れた奥の深い仕組みです。
多くのステークホルダーが存在し、従業員や取引
先など企業の価値を上げたり下げたりするステー
クホルダーのほか、株主のように企業価値を評価
することが主となるケースもあります。
渋沢栄一は、新一万円札の肖像画に選ばれました
が、以前にも紙幣の肖像画として候補に挙がった
ことがあったそうです。
その時は、千円札の顔として伊藤博文とせったん
ですが、伊藤博文の特徴的なヒゲが偽造しづらい
という理由で採用されなかったそうです。
4 年後どんな新 1 万円札になるのか楽しみです。

奨学金授与・近況報告
米山奨学生

冀

媛媛さん

ニコ BOX
(本日今年度最終例会です。一年間ありがとうご
ざいました)
芹澤会長
(本日退任させていただきます。一年間皆様には大
変お世話になり、本当に貴重な経験をさせていた
だきました。ありがとうございました！)
長瀬幹事
(芹澤会長、長瀬幹事、一年間ご苦労様でし
た！！)
梅田君
(この度、退会することとなりました。みなと RC
の会員の皆様には長い間大変お世話になり誠にあ
りがとうございました。皆様の今後のご活躍をお
祈り申し上げます)
山下君
(芹澤会長、長瀬幹事、一年間お疲れ様でした。あ
りがとうございました)
田島君
(藤原さん、中井さん、梅田さん、お世話になりま
1
した)
早瀬君

(最終例会、会長、幹事、各委員の皆様、一年間御
苦労様でした。事務局みどりさん、ごくろうさま
岩佐君
でした)
(芹澤会長、長瀬幹事、一年間御苦労様でした。
みどりさん長い間ありがとうございました)
吉田（利）君
(本日で退会します。これまでいろいろお世話に
なりました。本当にありがとうございました。山
田みどりさん長いおつとめありがとうございまし
た)
才本君
(芹澤会長、長瀬幹事、大変な一年でしたが、お疲
れ様でした)
寺本君
(一年間おつかれさまでした)
柏森君
(今年度最後の例会です。お世話になりました)
野崎君
(メンバーのみなさま。今年一年お世話になりまし
た。親睦委員のみなさん、不甲斐ない委員長で申
し訳ございませんでした)
加藤(嗣)君
(すみません。マスク忘れました。田中さんありが
とうございました)
加藤(昌)君
(芹澤会長、一年間お世話になりました)
親睦委員会一同

4. 今回事務局移転に伴い、相当以前に使用してい
たと思われる公益社団法人「あゆみの箱(募金
箱)」が見つかり、中に募金が「45,850」円入っ
ておりました。すでにこの法人自体が解散して
いるため、ニコボックスに入れさせていただき
ます。

退会挨拶

才本

清継君

退職挨拶

事務局 山田みどりさん

(3 月ご夫人誕生祝)野崎君
(5 月ご夫人誕生祝)中井君
本日合計
あゆみの箱募金
累
計

幹事報告

59,000 円
45,850 円
1,843,950 円
長瀬 廣幸君

1. 今後の例会予定です。翌週 6 月 19 日、また翌々
週 26 日は【規定により休会】となっております
ので、お間違えのないようご注意ください。次
回例会は、7 月 3 日金曜日「新年度 第 1 例会」
で【新年度方針発表】がございます。皆様多数ご
出席いただきますよう、お願いいたします。
2. 昨日持ち回りによる臨時理事会を開催し、
「住田
守」君の退会が承認されました。ここにご報告
させていただきます。
「クールビズ」につ
3. ご案内が遅くなりましたが、
きまして、本年度は皆様に告知ができず大変失
礼いたしました。公式には６月１日からとされ
ており、今年は夏でもマスク着用が必須の見込
みとなっておりますので、終わりの期限につき
ましては次年度にお任せいたします。なお、来
年４月１日以降はクールビズ・フォームビズと
いう公式の期間の定めはなくなりますので、ご
留意ください。
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退任挨拶

会長

芹澤

謙一君

歴史と伝統のあるみなとロー
タリークラブの会長を務めさ
せて頂いたことは、大変名誉
なことであり、私の生涯でま
さ に Unforgettable な こ と
となりました。2019〜2020
年度は感染症のパンデミック
により、3 月から 5 月まで例
会が休会となるという
アクシデントがあり実質 9 ヶ月ということになりま
したが、これもまた歴史に残る年度になったのでは
ないでしょうか?
歴史あるみなとロータリークラブの会長を務めると
いうことはやはり相当な重責でありはたして自分に
務まるのかとずっと自問自答していました。
事実、過去にも会長のオファーを頂いたことがあり
ました、その時点ではお受け出来ない事情もありま
したが、やはり安易に引き受けるべきではないとの
思いが強く辞退した経緯がありました。
その時お話を下さった方々には改めてお詫びいたし
ます。

しかしながら今回は流石にお断わりすることは出
来ないと思いましたし、このクラブに 27 年もお世
話になりましたので恩返しのつもりで齢 70 歳に
なるのですがお引き受けさせて頂きました。
引き受けた以上は微力ながら全力でクラブのため
に誠心誠意頑張ろうとやって参りました。
至らない会長の私を 1 年間しっかりと支えてくれ
て無事今日を迎えることが出来ましたのも、微に
入り細に入り本当に優秀な幹事役を務めてくれた
長瀬幹事のおかげと感謝しております。
また、理事会をしっかり運営して頂いた理事役員
各位、各委員会の委員長の皆さん、
事務局の山田さん、そして会員の皆さんのご理解、
ご協力に心より感謝致します、ありがとうござい
ました。
今年度の会長方針の中の 11 の重点項目を総括し
ますと、
1、秩序を保った品格のある例会の運営 というの
はある程度達成出来たのではないかと思います。
2、東北復興支援 地区補助金活用事業として宮城
県塩釜市立浦戸小中学校への支援を行いました。
3、ロータリー財団、ポリオ撲滅への協力 年次寄
付、ポリオプラス共に達成しました。
4、WFF への参加 台風により中止となりました。
5、会員増強、退会防止、研修の充実 残念ながら
会員増強、退会防止共に達成できませんでした。
6、地区事業への積極的参加 地区大会へは全員登
録でしたが IM, 地区研修協議会はコロナウィルス
感染拡大により中止となりました。
7、将来に亘ってのクラブの基盤作り(戦略員会、
各委員会の効果的活用) 戦略委員会は年間 4 回予
定しており内 3 回は実施しましたが残り 1 回はコ
ロナ感染拡大により実施出来ませんでした。
8、広報の強化 ホームページの刷新 新しい HP を
作成した。
9、みなとロータリークラブのクラブ歌の制作 セ
イリング(幸せになるために)を制作した。
10、RI 会長賞、ガバナー賞への挑戦 残念ながら
達成出来ませんでした。
11、国際大会への参加 新型コロナウィルスにより
大会自体が中止となりました。
以上 11 項目のうち 7 項目は達成しましたが、項
目 4、11 の 2 項目は不可抗力で未達成、項目 5、
10 の 2 項目は努力不足で達成出来ませんでした、
これについては私の力不足でしたのでお詫びいた
します。
7 勝 2 敗 2 分けと言ったところです。
来月からは高田会長年度で 55 周年記念年度とな
ります。
引き続き会員の皆さんのご協力をお願いしまして
私の退任挨拶といたします。
1 年間有り難うございました。

退任挨拶

幹事

長瀬

廣幸君

皆さんこんにちは。幹事の長
瀬でございます。いよいよ退
任挨拶をさせていただくこと
となりましたので、貴重なお
時間を頂戴いたしますが、ど
うぞよろしくお願いいたしま
す。まずはじめに、芹澤年度を
お支えいただきました、理事・
役員・委員長の皆様に御礼を
申し上げます。本来であれば、幹事である私がもっと
しっかりと諸事取りまとめを行うべきところを、皆様
にすっかり甘える形でいつもご教示いただき、助けて
いただき、心より御礼を申し上げます。
特に、毎週の例会を取り仕切っていただいた、加藤
親睦活動委員長と親睦活動委員会の皆様には、大変お
世話になりました。また、深谷ガバナー補佐時代から
保護者としてお見守りいただきました岩佐副会長に
は、ひとかたならぬお世話になりました。心から感謝
を申し上げます。
思い返せば、本当に大変な１年。期の前半にいきな
り補助金を活用した仙台野々島での復興支援事業が
あり、準備もかなりタイトながら、仙台レインボーＲ
Ｃの越後会長・岩淵副会長の多大なるご協力をいただ
き、当クラブの２１名の皆様にお越しいただいて、成
功に終わったことに感動しました。
ただ心残りなのは、除雪機の活躍が観られなかったこ
と…。WFF が台風襲来で中止、というアクシデント
はあったものの、マローニーRI 会長歓迎会、ホスト
ク ラ ブ と し て ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 例 会 、 Partner's
Night と事業は順調に進み、名古屋西養護学校音楽会
では、山内社会奉仕委員長のご活躍で、ヘルメットを
超特価で寄贈して大変喜ばれました。年末の忘年家族
会では、親睦活動委員会の皆様にしっかり盛り上げて
いただき、特に、娘達が司会の橋本美穂さんにはお世
話になりました(笑)。 年も改まり、新年港友例会も
華やかにスタートした矢先のコロナショック…正直、
「例会や行事が順調にできることのありがたさ」を今
回はしみじみ思い知った。「例会がない方が、幹事は
数倍忙しい」ということを、あらためていま痛感して
おります。そんな中においても、いつも温かいお声を
掛けてくださる会長・幹事経験者の皆さんや大先輩方
のお励ましに、いつも勇気づけられました。特に、親
睦副委員長から幹事まで４年連続で同じ道を１年早
く歩まれた棚橋前幹事には、すべてご教示いただき感
謝しております。さらに、長年にわたり当クラブをお
支えいただきました事務局の山田みどりさん、本当に
おつかれさまでした。こちらが判断に迷うところをい
つも的確にご意見をいただき、大変助けられました。
そして新たにバトンタッチした藤田さん、宮良さんに
はこれから色々とお世話になりますので、よろしくお
願いいたします。
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また、年明けから何回お話ししたかわかりませ
んが、髙田エレクトと村田副幹事にも、大変お世話
になりました。次年度はコロナの影響が色濃く出
ているため、大変難しい年度になると拝察してお
ります。毎日の電話は勘弁していただきたいです
(汗)が、微力ではありますがお力添えできればと
考えている次第です。よろしくお願いいたします。
そして何をおきましても、
『なんで今年はこういう
年度なんだろう…』と何度この言葉を言い合った
かわかりません(笑)が、普通では経験できない、大
きな挑戦続きだったこのタイミングで幹事という
大役をご指名いただき、ここまで導いてくださっ
た芹澤会長に、あらためて感謝を申し上げます。
思えば２年近く前、突然芹澤会長から食事に誘
われ、
「幹事を受けて欲しい」と請われたとき、僕
は２つ条件を出させていただきました。
まず、
「金は出せないが口は出す」→細かいこと
ばかり言わせていただいたが、案外芹澤会長も細
かかったです(笑)。
次に、
「僕のことが好きではないなら幹事は引き
受けない」→「大好き」と言われても困惑します
(笑)が、僕は戌年なのでキャンキャン吠えてもイ
ヤな顔はせず、すべて受け止めてくださったので、
とてもやりやすく、楽しんで務めさせていただき
ました。本当にありがとうございました。
入会６年目で幹事を務めさせていただき、今年自
分が作ったり加工したパソコン上のファイルは
1300 あまりもあって驚きましたが、その１つ１つ
が大きな財産であり、良き想い出として頂戴でき
たこと、そしてコロナの大変な最中に先週・今週と
こうして皆様のお顔を拝見できたことがとてもう
れしく、心から感謝を申し上げます。
幹事としてのモットーは、
「４つのテスト」の４
番目「みんな～」ではなく「みなとのためになるか
どうか」と読み替えてここまで進んで参りました。
至らぬ点も数多かったと存じますが、どうかご寛
恕賜り、今後とも引き続きご指導を賜りますよう、
厚かましくもお願い申し上げて、幹事退任の挨拶
とさせていただきます。１年間、ありがとうござい
ました！

第８回 臨時理事会
（６月１１日メールにて）
１．審議事項
① 退会の申し出について (住田
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新年度方針発表
会
長 髙田 和裕君
幹
事 村田 誠一君
名古屋中央 RAC
第 1 回クラブフォーラム
新年度方針発表
Ｓ.Ａ.Ａ.
加藤 茂春君
クラブ奉仕委員長 三枝樹明道君
職業奉仕委員長
箕浦 靖夫君
社会奉仕委員長
棚橋
顯君
国際奉仕委員長
野崎
修君
青少年奉仕委員長 藤原
修君
卓話
パストガバナー
神野 重行君
休会
卓話
「想いを伝える

~あなたとあなたの大切な人のために~」

名古屋掖済会病院緩和ケア内科
部長 小島 美保さん

