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新年度方針発表
出席報告
会員 63 名中 出席 49 名 出席率
○ゲスト
米山奨学生
名古屋中央 RAC 会長
〇ビジター 名古屋丸の内 RC

77.77％
冀 媛媛さん
立石 道子さん
武山 卓史君

会長挨拶
皆さん、こんにちは。私が名古
屋みなとロータリー５５代会
長を拝命しました髙田和裕で
す。一年間、皆さんの力を目い
っぱいお借りして会長職を
勤めさせていただきます。よ
ろしくお願いします。私は、２
００６年７月７日に高村君の
紹介でこの歴史と伝統のある名古屋みなとロータリー
クラブに入会しました。カウンセラーは、早瀬さんで
す。同期は、山内君ひとりです。 家族は、妻 眞由美
ちゃん 一人です。夫婦、とっても仲良く暮らしてま
す。私は、とってもついてる男です。今日、７月３日は
大安です。そして、今年度ロータリーは １００年目を
迎えます。私は、「ついてる」「感謝」そして「ありが
とう」という言葉が大好きです。よく、「感謝」と「あ
りがとう」は、一緒だろうといわれます。感謝の気持ち
をしっかり相手に伝えるのが、ありがとうと私は思っ
ています。ホテルのホール係の人がお水をついでくれ
た時、声を出して言ってみてください。「ありがとう」
と。とても、幸せな気持ちにきっとなります。

R.I．会長 ホルガー・クナーク

コロナ真っ盛りの時に今年度
の打ち合わせにいつも付き合
ってくれた村田幹事は、きっ
と一番に私を助けてくれるこ
とでしょう。最後に、私の好き
な本を一冊紹介させてくださ
い。この物語は、南アメリカの
先住民に伝わるお話しです。
「ハチドリのひとしずく」いま、私にできること
監修・辻信一 光文社
森が燃えていました 森の生きものたちは われ先
にと逃げて 行きました でもクリキンディという
名のハチドリだけは いったりきたり くちばしで
水のしずくを一滴ずつ運んでは 火の上に落として
いきます
動物たちがそれを見て「そんなことをして 何にな
るんだ」といって笑います
クリキンディは こう答えました
「私は、私にできることをしているだけ」
以上です。一年よろしくお願いします。

会長・幹事バッジの引継ぎ
前会長・幹事にバッジの贈呈

さて、私は昭和３１年１月１９日に生を受け運とツ
キと人の助けで ここまで生きてきました。これか
らの一年もきっとそうだと思います。私は自分の出
来ることしかできません。しかし、理事・役員・委員
長・メンバー・事務局に助けられきっと私の枠を超
えた素敵な一年になります。
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入会式

大平 剛君

氏
名
生年月日
紹介者
事業所

大平
剛・おおひらたけし
1958 年 1 月 27 日 62 歳
髙田 和裕・芹澤 謙一
オフィス A(株) 取締役
〒450-0002
名古屋市中村区名駅 2-36-10
松岡第 2 ビル 3F
職業分類 美容業
趣
味
ゴルフ・テニス・スキューバダイビング
カウンセラー 芹澤 謙一

委嘱状伝達
新入会員カウンセラー

ガバナー特別賞 披露 直前会長 芹澤 謙一君

医療用ガウン寄贈 感謝状

芹澤 謙一君

医療用ガウン寄贈 感謝状

米山奨学生カウンセラー
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中部労災病院

福西 康和君

名古屋掖済会病院

伝

達

ポール・ハリス・フェロー認証状
ポール・ハリス・フェロー認証状

表

彰

１０カ年皆出席
１０カ年皆出席

中井
加藤

福西
岡田

規博君
嗣郎君

康和君
雅君

奨学金授与・近況報告
米山奨学生 冀

媛媛さん

ニコ BOX
新年度第 1 例会で役員・理事・委員就退任、
年間 100％出席達成・未達成、家庭集会・RAC
例会欠席などご協力ありがとうございました。
(はじまります。よろしく。MBS さん、いつも迷
惑かけてます。)
髙田会長
(やっと髙田年度が始まりました。皆様一年間宜し
くお願いします。大平君入会して頂きありがとう
ございます)
村田幹事
(新年度、宜しくお願いします)
中村君
(7/4 誕生日です。)
加藤（茂）君
(今年度もよろしくお願いします。)
渡辺君
(髙田会長、村田幹事、いよいよですね。頑張って
下さい。期待してます。)
寺本君
(髙田会長、一年間宜しくお願い致します。職業奉
仕委員会、頑張ります。ご指導のほど宜しくお願
い致します。)
箕浦君
(みなさま、ご無沙汰しておりました。米山記念奨
学委員会武山様、本日はよろしくお願いいたしま
す)
福西君
(今日から新年度、みなさまよろしくお願いしま
す。)
栢森君
(髙田年度スタートです。会長、我々が支えきれる
ようにあまり体重を増やさないでくださいね！)
棚橋君
(髙田会長、村田幹事、新年度のご出航、誠におめ
でとうございます。1 年間無事の航海を心よりお
祈り申し上げます)
長瀬君
(いよいよ髙田年度です。会長お世話になります。
わかり易く行きましょう。)
野崎君
(先月母が他界しました。生前中は皆様にたいへん
お世話になりました。)
野崎君
(河野先生、先日は大変お世話になりありがとうご
ざいました。引き続き宜しくお願い致します。)
藤原君
(入会させていただき感謝します。)
大平君
(大平君、入会おめでとうございます。親睦一同歓
迎いたします。今年一年よろしくお願いします。)
親睦活動委員一同
本日合計

幹事報告

523,000 円
村田

誠一君

① 世界大会の件
6/12～16 台湾（台北）です。登録が始まってお
ります。各自で登録をお願いします。
②７月の RI レート １ドル １０７円です。
③本日例会終了後 第１回クラブアッセンブリー
と理事会を開催いたします。
対象の方は「楠」の間までお集まりください。
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新年度方針発表

会長 髙田

和裕君

まずは、今年度 RI 会長を紹介します。
2020-21 年度 国際ロータリー会長ホルガー・ク
ナーク（ヘルツオークトム・ロウエンブルグ・メリ
ン）ロータリークラブ所属ドイツ国です。
今 年 度 の 国 際 ロ ー タ リ ー の テ ー マ 『 Rotary
opens opportunities ロータリーは機会の扉を開
く』です。彼はこう言っています。ロータリーと
は、クラブに入会するというだけでなく、無限の機
会への招待です。私たちのあらゆる活動が、どこか
で、誰かのために、機会の扉を開いています。

ロゴマークの意味ですが、三つの扉は機会の扉を
表現しています。扉の色は、
1.ロータリー・ロイヤルブルー
2.ロータリー・ゴールド
3.ロータアクトのクランベリー・レッドを表現し
ています。
7/1 に行われたロータアクト例会に、村田幹事・青
少年奉仕 藤原委員長、同じく加藤嗣郎副委員長
と参加して参りました。ロータアクトの名前はた
しかにこの色でした。本日は、このバッジと扉のネ
クタイをしてまいりました。何でブルー、何でゴー
ルド、何でクランベリー・レッドとは、質問しない
で下さい。
ホルガー・クナーク RI 会長は、RI ガバナーエレ
クト講演で、こんな事を言っています。
「数字を揚げて成長を求めるようなことはしませ
ん。理由は単純。これまで、数字を求めるたびに失
敗に終わってきたから。皆さんには、数字のかわり
に持続可能なかたちで、ロータリーを成長させる
ことができるか考えていただきたい。
」と。
私は、この彼の言葉にとても共感を得ました。そし
て私はこう思いました。彼は、ロータリークラブの
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サスティビリティーを考えているのだと。彼の講
演は、クラブ計画書に細かく書かれています。是非
読んでみてください。とても興味あります。
そして、2020-21 年度 岡部ガバナーの地区方針
ですが、
『行動するロータリアン！世界で何かよい
ことをしよう、TOGETHER！』
これがいいですね、いっしょに。
そして、皆さんに「機会の扉は開かれています」と
あります。ガバナーの地区ビジョンは、クラブが活
躍できる場所・場面を提案・支援してゆきます。
行動指針は、
1.クラブはロータリーの中心。クラブの活性化を
図ろう。
2.ロータリーファミリーとの連携強化をしよう。
3.オンライン・ツール、リソースの活用をしよう。
マイロータリーには様々な情報リソースがありま
す。現在、名古屋みなとロータリークラブの登録数
は、44％です。これを 60％に久留宮広報活動委員
長はもっていきます。
4.会員増強をしよう。
新クラブ結成のために「衛星クラブ」を考慮にいれ
てください。
5.ロータリー賞へ挑戦しよう。
6.国際大会（台湾・台北市、6 月 12 日～16 日）
へ参加しよう。
次に、2020-21 年度ガバナー特別賞について。
私達クラブも 7 月 17 日から第 1 回クラブ戦略委
員会が始まります。マイロータリー登録がクラブ
会員の 45％以上、ガバナーも認める成果をあげた
クラブ（増強 10 くらい）、米山記念奨学事業とし
て寄付額を達成しているクラブが、ガバナー特別
賞の対象となります。
さて、やっと私のクラブ方針です。
「一燈照隅・万燈照国」これは最澄が中国から持っ
てきた言葉ですが、ひとつの灯火だけでは、隅しか
照らせないが、その灯火が万という数になれば国
中を明るく照らす、という意味です。最初は 1 つ
の扉、小さな行動でも一年後はメンバー皆の力を
あわせて、たくさんの機会の扉を開き、世界の笑顔
に繋がる行動を目指します。
それには、皆さんにお願いがあります。ちょっとだ
け無理して、ロータリーに参加して下さい。ちょっ
とだけ無理して、ロータリーの行動をして下さい。
そして、みんなで一緒に 3 つの扉のドアのぶに手
をかけて下さい。そして、みんなで一緒に 3 つの
扉を押して、ロータリーの機会の扉を開いて中に
入りましょう。会長挨拶でもしたように、私はでき
る事しかできません。また、デラシネ会長です。根
なし草の会長です。私ができる事。ファーストペン
ギンになり、一番に飛び込みます。会長はジッとし
とれと、又、怒られるかもしれません。いまだ、コ
ロナというカオスの世界に私達はいます。コロナ
に負けず、どうか、ご協力よろしくお願いします。

新年度方針発表
新年度方針発表

幹事 村田

誠一君

みなさん こんにちは
高田会長を支えることとなり
ました 幹事の村田です。
どうぞ１年間 宜しくお願い
します。
高田会長のテーマ「一燈照隅・
万燈照国」の思いが達成でき
るよう クラブ員の皆さんが
一丸となって奉仕活動や親睦
活動をおこなえるようクラブ運営していきたいと思い
ます。このコロナウイルスの影響で楽しい行事を開催す
ることが難しい状況です。
今日、クラブ計画書をお渡しいたしましたが既に行事が
中止や延期となったものがありますのでクラブ計画書
の訂正をお願いします。
1. Partnerʼs Night（8/28）の中止のため、通常例会に
変更
2.WFF 中止のため 10/9 例会変更を通常例会に変更
3.地区大会の延期のため 10/30 の例会変更はそのまま
休会（延期後の日程は未定）
4. 財団補助金事業 フィリピンには訪問せず現地 NGO
の方に依頼
5. 西名古屋養護学校の音楽会は学校側の要請により中
止、記念品贈呈のみ
6. インターシティーミーティング（2/25）中止のため
2/26 の例会変更を通常例会に変更
次に、前回のクラブアッセンブリーで質問がありました
ので事務局経費について説明をしたいと思います。
事務局経費につきましては前年度より 250 万円削減。主
にホテルの部屋代です。
この 250 万円はどのように使用するのかという質問で
したが、収入が今日現在正会員 62 名ですので△360 万
円となっておりこのままだと 110 万円の赤字です。それ
を補うのは WFF・IM・パートナーズナイトが中止となり
通常例会に変更となりました。その差額で収支が合うか
と思います。
皆様にはなるべくわかりやすく丁寧に説明をして運営
していきたいと思います。よろしくお願いします。

名古屋中央 RAC

会長

立石

道子さん

皆様こんにちは。今年度名古
屋中央ローターアクトクラブ
の会長を務めます立石道子と
申します。日頃は私ども名古
屋中央ローターアクトクラブ
の活動に多大なるご支援ご鞭
撻をいただき、クラブ員一同
心より感謝申し上げます。ま
た、本日は名古屋みなとロー
タリークラブ様の例会にお招きいただきましてありが
とうございます。貴重なお時間を頂戴いたしまして、名
古屋みなとロータリークラブの皆様に挨拶と今年度の
方針発表をさせていただきます。
今期は男性 4 名 女性 5 名の計 9 名でスタート予定でし
たが、先日開催しました 7 月第一例会の日に 3 名の方に
入会していただき、男性 7 名 女性 5 名の計 12 名での
スタートとなりました。先日開催しました当クラブ第一
例会には高田様、村田様、藤原様、加藤様と多くの方に
ご参加していたきまして誠にありがとうございました。
この場をお借りして御礼申し上げます。
今年度名古屋中央ローターアクトクラブ、クラブテーマ
を「掴む」といたしました。ローターアクトクラブの良
さは、多くの人と出会う機会、やりたい・やりたかった
事や新しい事に挑戦する機会など多種多様な機会に巡
りあえることだと考えています。皆様ご存知の通り、RI
の 2020‐21 年度テーマは「ロータリーは機会の扉を開
く」です。RI の方針のもとに、おそらく今期は例年以上
に多種多様な機会・チャンスがあるかと思います。本来、
学生は学生同士、社会人であれば職業関係の人としか出
会い繋がる機会はあまり無いと思います。しかしなが
ら、ローターアクトクラブに所属することで本人の意
思・行動次第では、職業・地域・年齢など自分とは異な
った思考や価値観の人と数多く関わることができます。
様々なバックグラウンドを持った人とたくさん関わる
ことで知識が豊かになり、物事に対する視野が広がり、
多角的な視点から物事を見て思考することができるよ
うになります。また、ローターアクトクラブには様々な
行事を企画、運営する機会も多くあります。ここで企画、
運営するメリットは、失敗を恐れずに挑戦しやすいこと
であると考えます。自分がやりたいと思えば背中を押
し、困ったときには助けてくれる仲間がいる、立ち止ま
ったときには進むべき方向へ導いてくれるロータリア
ンの方々がいます。万が一、失敗したとしても必ず誰か
がフォローしてくれます。この様な恵まれた環境は珍し
いものです。クラブ員それぞれが積極的に活動へ取り組
み、多々あるチャンスを逃すことなく掴み活かして、
個々のスキルアップを図るとともに、クラブ員同士、ひ
いてはアクター全員がクラブの垣根を越えて助け合い
ながら過ごしてほしいと願い、今年度のクラブテーマを
〈掴む〉と定めました。
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さて、今年度は名古屋みなとロータリークラブ様と当ク
ラブにとって節目の年であると思います。まずもって、
名古屋みなとロータリークラブ様 クラブ創立 55 周
年、誠におめでとうございます。名古屋みなとロータリ
ークラブ様をはじめとする提唱、協力ロータリークラブ
様のお力添えにより、今年度で当クラブは創立 45 周年
を迎えます。本来であれば創立 45 周年記念式典を行う
べきではありますが、新型コロナウイルスの発生や今年
度の地区代表と地区幹事を当クラブから出しているこ
と、年次大会ホストクラブであることなどの理由により
式典は行わず、記念事業のみ行う予定です。
事業内容ですが、TABLE FOR TWO という、発展途上国
の飢餓問題と先進国の肥満問題の双方の解消に取り組
む団体が主催している「おにぎりアクションプロジェク
ト」への参加を考えております。このプロジェクトは、
専用タグをつけておにぎりに関する写真を SNS などへ
投稿すると写真一枚当たり 100 円(給食 5 食分)がスポ
ンサーから寄付され、TABLE FOR TWO を通じて、アジ
ア・アフリカの子供たちへ給食として届けられるという
ものです。このおにぎりアクションプロジェクトは、
2015 年からスタートし、2019 年の実績は投稿写真数
約 30 万枚、参加人数 約 80 万人、約 160 万食の給食が
届けられました。
実施内容ですが、専用のインスタグラムアカウントを新
規で開設し投稿していく予定です。投稿が寄付として反
映される期間が団体からまだ発表されていないのです
が、おそらく 10 月ごろになるようですので、投稿数の
目標を立て、その目標を達成できるようにしていきたい
と思います。ロータリアンの方にもぜひ写真のご協力を
して頂きたいと思っておりますので、お願い案内等を事
務局様宛に送るかもしれませんが、その際は何卒ご協力
をよろしくお願いいたします。また、１０月までだと期
間が短すぎるので、来年もプロジェクトが開催されると
想定し、
11 月以降も写真収集をする方向で考えておりま
す。
最後に、この場をお借りしてお願いをさせていただきた
いのですが、もしロータリアン様のご子息、ご令嬢やご
親戚の方、または社員の中に 18 歳以上の若者がみえま
したら、ぜひ当クラブの例会へご参加いただき、入会し
ていただければと存じます。
最後がお願いとなってしまい、誠に恐縮ではございます
が、何卒よろしくお願い申し上げます。また、1 年間精
一杯務めて参りますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございま
した。

第１回 クラブアッセンブリー議事録
とき 7 月 3 日（金）13：30
ところ 名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「欅」
出席者 髙田、村田、栢森、田島、加藤茂、杉江、三枝樹、
箕浦、棚橋、野崎、藤原、市野、寺本、久留宮、
沼野、芹澤、寺西、高村、福西、岡田
20 名（敬称略）

6

1.開会の辞 村田幹事
2.髙田会長挨拶
3.事業日程、予算、概要説明
村田幹事より、資料に基づき説明
4.委員会事業計画発表
各委員長より、説明
第 2 回クラブアッセンブリ―(9/18)に
照井ガバナー補佐訪問があるので本日のメンバーは
必ず出席の事。
5. 田島副会長より閉会の辞

第１回 理事会議事録
とき 7 月 3 日（金）13：30
ところ 名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「欅」
出席者 髙田会長以下 14 名
＊審議事項
1.財団補助金事業セブ島現地 NPO 日本人スタッフによ
る事業実施の件
コロナの影響により、現地に行けないため、現地 NGO 日
本人にお願いした。現地の要望により、補助金入金前で
も全額仮払いをする事、承認可決。
2.西養護学校の奉仕活動、学校からの申し出により、音
楽会中止の件
音楽会中止のため、学校側からの要望により、アルコー
ル消毒液及びフェイスシールドを予算\200.000 内で寄
贈する事、承認可決
3.大平君の職業分類を資産運用に変更する件
異議なしのため、承認可決
4.グローバル補助金の奨学生のホストクラブになる件
異議なしのため、承認可決
5.手帳サイズの名簿を小さくしてﾛｰﾀﾘｰ手帳と同じにす
る件
異議なしのため、承認可決
＊報告事項
〇幹事の新年度方針のクラブ計画書の変更を参照
＊その他
1.米山奨学生 奨学期間延長の件
来年 3/31 までが延長期間であることを共有。
・村田幹事より、立法案提出のお願いの説明がありまし
た。案件がある方は幹事まで提出。
・ガバナー公式訪問の件、丸の内 RC がホストですが、
現在のところ開催するのか、開催するなら訪問されるか、
リモートで行うか検討中。

名古屋中央ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ例会出席報告
とき
ところ
みなと RC 出席者

7 月 1 日（水）19：30
今池ｶﾞｽﾋﾞﾙ７階ﾌﾟﾗﾁﾅﾙｰﾑ
高田会長､村田幹事､
藤原委員長、加藤嗣郎副委員長
名駅 RC(2 名)
今期の目標

他ゲスト
例会テーマ
【例会概要】
立石会長の開会点鐘で今期初回の例会スタート。
ゲスト、ビジター紹介後立石会長より自身が掲げた今期
のテーマ｢掴む」についての思いや、45 周年今期の周年
事業についての話がありました。又メンバー全員が自己
紹介を兼ね今期の目標や周年事業についてなど様々な思
いを語りました。
最後にゲストを代表し我が高田会長からアクトの皆さん
に温かい支援約束と熱いエールを送り定刻に閉会となり
ました。

（一）真実（Truth）かどうか
「うそ偽りはないか」
「ごまかしはないか」
「本当のことか」
（二）みんな（all concerned）に公平（Fair）か
「うしろめいたことなくやっているか」、
「公明正大か」
「ずるいことをしていないか」
「えこひいきをしていないか」
（三）好意（Goodwill）と友情（Better Friendship）
を深めるか
「自分の行動が善意の表れになっているか」
、
「善意の行動により友情を深めているか」
（四）みんな（all concerned）のためになる
（Beneficial）かどうか」
「自分のためだけでなく、みんなのためになっている
か」、
「儲けているかではなく、みんなに有益か」
、「儲け
ているかではなく、みんなのためになっているか」
上記（二）及び（四）の「みんなに」は、原語においては
「関係者みんな」とあり、
「漠然とみんな」ではなく、
「自
分の事業に関係のある人全て」の意味である。例えば、従
業員、同業者、顧客、取引相手及び下請業者等の全てを指
している。
また、上記「Way」は「Ways」ではなく単数であり、四
つが一体となった四辻である。自らをチェックして四つ
全てができていなければ合格しないという意味である。
とても意味深いテストである。
我々は、常に、これらのテスト項目を自問自答して、誤り
のない道を進んでいるかどうかを確認して経営をしてい
きましょう、ということになります。

月

豆知識 「四つのテスト」
職業奉仕委員会 (委員 小島清路 記）
ロータリーの職業奉仕は、
「各
自が事業を行うに当たり、し
っかりとした倫理観をもって
しっかりと事業活動をし、職
業を通じて社会に奉仕しまし
ょう。」というもので、ロータ
リーにとって重要なものとさ
れている。上記職業奉仕の理
念を実践する上での倫理的規
範・行動規範を示すものとし
て、以下に示す「四つのテスト」
（The 4-Way Test）提
示されている。各項目の意味は英文原語を理解しないと
分かりにくいので、原語を併記した。この原語及び職業
奉仕の意味を考慮して考えると、各項目は以下の如く解
釈される。
「言行はこれに照らしてから（We think, say or do）
原文の「think」の訳が欠落しているので、これを加え
て、
「自分の考えていること（考）、言っていること（言）、
又は、行っていること（行）はこれに照らしてから」

日

10

7
17
24

今後の例会予定
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
16F「アゼリア」
卓話「これからのロータリー」
パストガバナー
神野 重行君
16F「アゼリア」
休会
卓話「想いを伝える

31

8

7

14

~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
16F「アゼリア」
卓話「会員増強と会員選考について」
会員増強・職業分類
寺西 高子さん
会員選考
髙村 芳行君
16F「アゼリア」
休会
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