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ROTARY OPENS
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ロータリーは機会の扉を開く

2020 年(令和 2 年)7 月 10 日(金) 雨
名古屋みなとロータリークラブ歌
「セイリング」

＄100 例会（カレーライス）
出席報告
出席 47 名

出席率

74.60％

会長挨拶
皆さん、こんにちは。今日は早
くも第２回目の例会です。
そして、第１回目のクラブフ
ォーラムです。会長エレクト
研修では、クラブフォーラム
の事を次のように習いまし
た。「奉仕理念、クラブ管理運
営、委員会活動などの問題点
について自由に意見を述べ合う討論会」と。が、本日は、
自由に意見を延べていただく討論会ではありません。
SAA の加藤茂春理事、クラブ管理運営（クラブ奉仕）
の三枝樹理事、職業奉仕の箕浦理事、社会奉仕・環境保
全の棚橋理事、国際奉仕の野崎理事、青少年奉仕・ロー
ターアクトの藤原理事に少ない時間ですが年度方針、
並びにこんな事をしたいんだと気持ちを語ってもらい
ます。
さて、今日は
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何の日かご存知ですか。７月１０日で
ひゃっこう

納豆の日と言われてます。納豆は「 百 肴 の王」ともい
われ粘り強く、美味しいです。
本年度の SAA と５大奉仕の理事は私の好きな、納豆の
ような人に理事を受けていただけました。とても、ラッ
キーです。根無し草の私の足にまとわりついてきっと
感動あふれるロータリーライフがメンバーみなで過ご
せる事に自信があります。メンバー皆さまも ちょっ
と無理して彼らの応援団になってください。皆さん、朝
ドラのエール見てますか。５月２０日の放送です。主人
公の古山が早稲田の応援歌の作曲を頼まれなかなかで
きず早稲田の応援団が古山のところに来ました。あと、
３日しかない。団員達は作曲者を変えようと言う、また
古山もみんなが慶応に負けるのは ただ、弱いだけと
言い放つ。しかし、団長は「名前や功績より人の縁を信
じる。
」と「慶応に勝つには、慶応の上をいく応援歌が
必要なんだ」と、古山の作曲をあきらめない。

R.I．会長 ホルガー・クナーク

応援団も途中「野球に勝つのに応援団なんかいるん
か」と迷うが、最後まで古山を信じて応援歌もでき
慶応にも勝つ・・こんなあらすじだったと思います。
テレビを見てた５月２０日。コロナのカオスの世界
のど真ん中にいました。その時、とても不安でいっ
ぱいでした。「ロータリー、始まるのかな」
しかし、名前や功績もない私には応援団がいっぱい
いました。そして、縁に助けられ今ここにいます。
ありがとうございます。
今日は、私の大好きな作家、重松 清の作品から短
編集「小さき者へ」の中の「団旗はためく下に」の
一小節を紹介します。
「応援するっていうのは『が
んばれ、がんばれ』って言うこ
とだけじゃない。『ここに、オ
レたちがいるぞ、お前は一人
ぼっちじゃないぞ』って教え
てあげること。応援団はぜっ
たいにグラウンドには出られ
ない。野球でもサッカーでも
いいけど、グラウンドは選手
のもの。
そこにずかずか踏み込むことはできないけど、その
代わりスタンドから思いっきり大きな声を出して、
太鼓を叩いて選手に教えてあげる。
『ここにオレたち
がいるんだぞーっ、おまえは一人ぼっちじゃないん
だぞーっ』ってね。」 後ほど、６人の理事の方針を
楽しみにしてください。

伝 達
ポール・ハリス・フェロー認証状

田中

清貴君

1

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。
(S.A.A. 5 大奉仕の年度方針よろしくお願いし
ます)
髙田会長
(コロナ禍でありますのでソーシャルディスタン
スでお願いします)
村田幹事
(出席ご無沙汰しました。髙田会長、村田幹事 1
年間よろしく)
山田(胖)君
(S.A.A.の新年度方針を発表します)加藤（茂）君
(コロナ早く落ちついて欲しいものですね)栢森君
(今日もニコ BOX 協力させて頂きます)
野崎君
(岡田さん、この度はありがとうございました！)
松本君
本日合計
累
計

幹事報告

73,000 円
596,000 円
村田 誠一君

①本日は 100 万ドルの食事の日(カレー)です。
1960-61 年のロータリアンが 50 万人になったのを
記念して 1 人 2 ドルずつ食事代を節約して 100 万
ドルを寄付しようというものです。
②地区大会の件
10/23 から延期となっていました地区大会ですが
2021 年 3 月 14 日(日)となりました。場所は愛知
県国際展示場(常滑)です。1 日のみの開催です。
記念公演は東国原英夫さんとなっています。
③名簿の件
後ろのボードに手帳サイズの名簿の校正が掲示し
てあります。まだ確認が済んでいない会員さんは帰
る前にご確認をお願いします。写真の変更をご希望
の方は事務局までメールもしくはプリントを提出
願います。今回からロータリー手帳に収納できるサ
イズで作成致します。
④ロータリー囲碁大会の案内が来ています。
10/3 東
京にて開催、興味のある方は各自申し込みをお願い
します。
⑤ウィークリー訂正の件
本日配布のペーパー版のウィークリーですが 6 頁の
左下、クラブアッセンブリーの出席者が間違ってお
ります。正しくは 20 名です。
尚、ペーパーでの配布が必要ない方は受付時に申し
出て下さい。
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第１回 クラブフォーラム・新年度方針発表
①S.A.A

委員長

加藤

茂春君

今年度の S.A.A.の加藤です。
今年度の地区方針は、
『行動す
るロータリアン』髙田会長の
年度方針は『一燈照隅・万燈照
国』であります。例会が明るく
笑顔で楽しく秩序正しく運営
されるよう、常に心を配り「会
場監督」したいと考えており
ます。髙田会長の重点目標の
一部で、来年 4 月 16 日に、創立 55 周年記念祝賀会
を実施します。クラブの活性化、魅力ある例会・秩序
ある例会であります。
親睦活動委員会・プログラム委員会と協力して充実
した例会に努めます。ビジター並びにゲストを、例会
席まで案内し必要であれば、会長・幹事・各委員長に
紹介する。伝統ある、名古屋みなとロータリークラブ
が格式ある例会を行うには、親睦活動委員会と共に、
来賓や他クラブの会員を笑顔で迎え入れ、特に卓話
中は、私語を無くすことに努めていただきます。
コロナウイルスの感染と防止に向けた会場監督をし
たいと思います。どうか一年間皆様、各位のご指導、
ご協力をお願い申し上げます。

②クラブ管理運営委員会 委員長 三枝樹 明道君
クラブ管理運営委員会、以前
はクラブ奉仕委員会と呼ばれ
ていました。
５大奉仕の中のクラブ奉仕と
は、我がクラブの繁栄を導き
出すための各メンバーの全て
の行いであります。
例会に出席し、さらに、職業奉
仕活動、社会奉仕活動、国際奉
活動、青少年奉仕活動に積極
的に参加することがクラブ奉仕活動となりますの
で、皆様の日々のロータリー活動へのご参加をお願
いいたします。

③職業奉仕委員会

委員長

箕浦

靖夫君

①活動方針
会員一人ひとりが職業人とし
ての職業倫理を図り、会員自
らを高めることによって従業
員、お客様、地域社会におい
て、高い倫理基準を実践でき
るよう、会員同士で学び合え
る場を提供する。
②実施計画（実施予定日）
職業奉仕に関する事例紹介、および卓話の実施。
基本的には１月に卓話を実施する予定です。

④社会奉仕委員会

委員長

棚橋

顯君

本年度の活動方針・実施計画
は、クラブ計画書に記載のと
おりですが、１２月に開催を
予定しておりました名古屋市
立西養護学校でのクリスマス
音楽会については新型コロナ
ウイルス感染症予防の観点か
ら中止にしたいと学校側から
申し入れがありました。
いま学校で早急に必要な備品について山田教頭先生
にお聞きしたところ、日々の手指の殺菌・消毒や施設
の清掃のために多くのアルコール除菌液が必要であ
ること、生徒たちへの歌唱指導の時に先生たちの口
元を見せるためにフェイスシールドがあればすごく
助かるということがわかりましたので、音楽会の代
替としてこの二つを寄贈することにいたしました。
クラブ会員の皆様のご助力でアルコール除菌液とフ
ェイスシールドを手配することができましたので、
来週中にも会長・幹事に同行して西養護学校へ届け
てまいります。
今年度の活動へのご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。

⑤国際奉仕委員会

委員長

野崎

⑥青少年奉仕委員会

委員長

藤原

修君

1.活動重点方針
①ローターアクトクラブ
（RAC）会員との交流を深め
連携にて会員増強を図る。
・RAC 例会へのみなと RC メ
ンバーの積極参加を図る目的
で例会出席者の紹介やコメン
トなどを織り込んだ例会風景
をウィークリーの RAC コーナ
に毎回掲載し、メンバーが RAC 活動を理解でき RAC
メンバーとの交流に役立てる。
・みなと RC 例会時に RAC メンバーから例会紹介や
会員増強支援の依頼を行う。
②みなと RC メンバーの RAC 例会への参加促進を図
る。
・みなと RC 例会時に次回開催される RAC 例会の参
加該当者の名前を公表し例会への参加を促す。
2.他提唱クラブとの合同事業
①45 周年記念例会の支援協力
・みなと RC 例会において RAC 担当スタッフからの
活発な支援依頼を行う。
以上の内容を今 1 年間の目標として努力する所存で
す。メンバー皆様方の熱いご指導ご支援のもと頑張
りますので宜しくお願い申し上げます。

修君

今年度の国際奉仕活動は、高
田会長の発案で一昨年より計
画し二度の現地調査を踏ま
え、現地 NGO goshare の協
力のもと財団地区補助金を使
い“フィリピン国パンダノン
島でのミニ音楽会開催と防災
訓練実施”を掲げ、今年 11 月
に現地へ出向き実施すること

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
他ゲスト
例会テーマ

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

になっていましたが新型コロナの影響で現地へ出向
くことは難しくなりました。現地調査で訪れたパン
ダノン島の小学生らと約束した以上どうしても現地
の要望に応えたく、財団地区補助金委員会との打ち
合わせを重ね事業縮小で行うことになりました。事
業内容は中古ピアノの寄贈、また、この小学校は
2013 年の地震で被害を受け、教室の倒壊・雨漏りな
ど損傷が激しいため修復を行います。この度の国際
奉仕は当該国でのピアノ設置による長期的な音楽情
操教育の継続、教室の修復は台風時等の避難場所の
確保の一環になります。皆様のご理解・ご協力をお願
いいたします。
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名古屋中央ローターアクトクラブ
幹事

都築

瑠衣さん

こんにちは。名古屋中央ローターアクトクラブにて今期
の幹事を務めます、都築と申します。どうぞ皆様よろし
くお願い致します。
先日、今池ガスビルにて今期最初の例会を開催しまし
た。コロナ渦の中で、直接顔を合わせた例会になるのか、
オンラインで行うのかなど開催に懸念があったこの例
会ですが、無事に例会場に集まって行うことができ、い
い年度の始まりを迎えられてほっとしています。
この例会では「今期の目標」ということで、各メンバー
が自己紹介とそれぞれの今期の目標を簡単にスピーチ
していきました。参加いただいたロータリアンの方にも
それぞれお話いただき、ビジターの方にも当クラブの空
気感を知っていただけたかと思います。
最後にはみなとロータリークラブより会長の高田さま
に総評をいただき、とてもいい雰囲気で例会を締めくく
ることができました。ありがとうございました。
今年１年、アクトのメンバー一同頑張ってまいりますの
でどうぞ皆様応援のほどよろしくお願い致します。ぜひ
例会にもお越し下さい。
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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」
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臨時理事会議事録
とき 7 月 10 日（金）11：00
ところ 名古屋マリオットアソシアホテル
出席者

髙田、村田、栢森、田島、三枝樹、芹澤、箕浦、
棚橋、野崎、藤原、市野、加藤茂、
13 名中 12 名参加
（敬称略）
①審議事項
名古屋みなとロータリークラブの通帳の代表者名を変更
する件
【内容】長年変更されていない通帳の個人名部分を会長
高田和裕君に変更します。早瀬鎌行君名義(6 通)と山下
哲男君名義(1 通)の通帳があり計７通すべてを変更とす
る。
内容説明の後、審議の結果全員の賛成を得て可決。
【変更後の口座名】
名古屋みなとロータリークラブ 会長高田和裕
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今後の例会予定

~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
卓話「自己紹介」
大平 剛君
17F「コスモス」
卓話
トヨタ車体株式会社
総務部広報室ダカールラリー推進 G
三浦 昂氏
17F「コスモス」

