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ロータリーは機会の扉を開く

第 2582 回例会 №6
2020 年(令和 2 年)9 月 4 日(金) 雨
「君が代」
「手に手つないで」

出席報告
会員 63 名中 出席 42 名 出席率 66.67％
〇ゲスト
米山奨学生
冀 媛媛さん
〇スピーカー
村田 誠一君

会長挨拶
皆さん、こんにちは。８月７日
以来の例会です。８月１４日
は、勤労感謝の日の休日。そし
て、２１・２８日はコロナ回避
のために大切な例会を休会に
してしまいました。申し訳あ
りません。新型コロナウイル
スの感染拡大によって、
「エッ
センシャルワーカー」という
言葉が大きく注目されるようになってます。
英語で「必要不可欠な」を意味するエッセンシャルと、
労働者のワーカーを組み合わせた造語ですが、主に医
療・エネルギー・通信・農業・食品など、国民生活や社
会・経済機能を維持するために、それぞれの現場の最前
線に立つ人たちのことを、敬意を込めてそう呼ぶよう
になりました。ウイルスの感染者が全国に広がる中、政
府は、４月７日に東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵
庫・福岡を皮切りに、その後、全国にまで拡大した「緊
急事態宣言」によって、外食・娯楽・旅行などの各関連
業種などが休業や営業自粛・縮小に追い込まれて行き
ました。そんな中、感染リスクにさらされながらの営業
継続に努力してきた「エッセンシャルワーカー」達。逆
に「自粛警察」といわれ恥ずべき行為をしてきた輩もい
ました。さて、皆さん、
「炭鉱のカナリア」という言葉
を聞いたことありますか。
「炭鉱のカナリア」とは、何
らかの危険が迫っていることを知らせる前兆を指す慣
用句の一つで炭鉱等で有毒ガスが発生した際に、人間
よりも先にカナリアが察知して鳴き声が止むことに由
来します。

R.I．会長 ホルガー・クナーク

その昔、炭鉱労働者がカナリ
アを籠にいれて坑道に入った
そうです。金融の世界では、株
価の急落や景気変調のリスク
を示すシグナルの意味で使わ
れます。また、オウム真理教一
斉捜査の時、捜査員がカナリ
アを籠にいれ猛毒ガスサリン
に向かった事は皆さん記憶に
新しいとおもいます。
新しいと思います。人間の英知が、新型コロナのカナ
リアを見つけるのは、まもなくと思います。
最後に、一冊本を紹介させてください。
金子みすゞ 詩集百選 発行元 宮帯出版社より
雀のかあさん
子供が 子雀 つかまえた。
その子の かあさん
笑ってた。
雀の かあさん それみてた。
お屋根で 鳴かずに
それ見てた。

金子みすゞ特有のペーソス感が新型コロナ・エッセ
ンシャルワーカー・炭鉱のカナリア達を勇気づけて
るような気がします。
今日も、よろしくお願いします。

奨学金授与・近況報告
米山奨学生

冀

媛媛さん
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9 月の誕生日祝福
3 日 村田君夫人、4 日 藤原君夫人、
9 日 市野君、11 日 野崎君、
12 日 山田（胖）君、
14 日 橋本（修）君夫人、
18 日 芹澤君夫人、21 日 長瀬君、
23 日 深谷君夫人、24 日 河野君夫人、
30 日 酒井君夫人

9 月の結婚記念日祝福
3 日 山田（胖）君、7 日 小倉君、神谷君、
15 日 藤掛君、18 日 髙田君、23 日 髙村君

ニコ BOX
(近藤先生の代わりの村田幹事卓話よろしくお願
いします)
髙田会長
(皆さん早々に再会出来ましたことうれしく思っ
てます。近藤先生の卓話を楽しみにしていました
が、急遽卓話となりましたので宜しくお願いしま
す)
村田幹事
(他の例会も休みが多いなか例会があることがう
れしいです)
栢森君
(皆様お世話になっています。本日の卓話をしてい
ただく近藤ひろ子様は途中で JR が不通となりお
みえになりません。皆様に宜しくと連絡がありま
した)
野崎君
(加藤茂春さん先月はありがとうございました)
河野君
本日合計
累
計

幹事報告

31,000 円
825,000 円

村田 誠一君

①９月のロータリーレートですが１ドル 106 円で
す。
②本日、手帳サイズの名簿を配布いたしました。ロ
ータリー手帳に入るサイズとなっております。ご活
用下さい。
③ローターアクトの件ですが、2 点あります。まず
1 つ目は地区行事のＲＡＣ1 グランプリが開催され
ました。今年からロータリーがローターアクトと奉
仕のパートナーとして協力し事業を積極的に行う
ことになりました。環境をテーマとした奉仕活動を
地区内 9 のローターアクトクラブがプレゼンテーシ
ョンし競い合いました。見事名古屋中央ＲＡＣが最
優秀賞を受賞し賞金 30 万円と 10/10 にその奉仕活
動が実施されます。皆さん 10/10 是非とも奉仕活動
にご参加ください。
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もう 1 つは名古屋中央ＲＡＣ45 周年記念事業の件
です。
「おにぎりアクション 2020」に参加致します
ので詳しくは後ろの掲示版もしくは 8/28 のウイー
クリーに掲載されております。おにぎりの写真をイ
ンスタグラムにアップすると 1 投稿で 5 食分の給食
がアジア・アフリカの子供たちに提供されるという
ものです。おにぎりが写っている写真を送付願いま
す。
④家庭集会開催の件
本日 A グループの家庭集会が開催されます。大河３
号店から１号店に変更になっております。ご注意下
さい。
⑤ガバナー公式訪問単独開催に伴い開催日の変更
10/15 に３クラブ合同で開催予定でしたが名古屋
みなとＲＣ単独での開催となりました。それに伴い
開催日は１０月２１日に変更。例会場はマリオット
ホテルで行います。
⑥本日例会終了後 第３回理事会を開催いたしま
す。対象の方は「パイン」の間までお集まり下さい。

卓話 「地区ローターアクトの活動について」
直前地区ローターアクト委員長
村田

誠一君

ローターアクトとは、１８歳
からの青年男女が奉仕活動を
しながら交流を深め、専門知
識や指導者能力を習得してリ
ーダーシップのとれる若者を
育てるプログラムです。ロー
ターアクトクラブの誕生は
１９６２年インターアクトク
ラブが発足、その受け皿とし
て１９６８年３月１３日ローターアクトクラブ発足
(アメリカノースカロライナ州) 日本では１９６８
年６月国際商科大学に発足、１９６９年 ２７６０
地区で初めて岡崎ローターアクトクラブが発足して
います。２７６０地区には９つのローターアクトク
ラブがあり約 100 名のアクターが会員として活動し
ています。2019 年地区初の大学基盤の名古屋芸術大
学ローターアクトクラブが誕生し、この流れが続き
大学基盤のローターアクトクラブが増える様
にしていきたいと思います。
活動を紹介しますと、クラブでは月２回の例会を実
施、奉仕活動や専門知識の卓話などをクラブ単位で
行っています。地区単位では、国内研修・海外研修・
地区親睦事業・３地区合同プロジェクト・地区ロータ
ーアクト研修会・地区年次大会・WFF での出店・奉
仕活動などを行っています。他にも全国ローターア
クト研修会・アジア第２ゾーン会議・アジア太平洋地
域ローターアクト会議にも参加しています。
ローターアクトは様々な奉仕活動や研修を多数行
い、地区内のみならず、全国のアクターやアジアのア
クターとの積極的な交流も行い活動をしています。

多くのことを学びながら、人生における最良の仲間
を増やし、大きく成長しています。しかしながらロー
ターアクトクラブの魅力がロータリアンに伝わら
ず、なかなか会員増加に繋がりません。
委員会では会員増強をお願いしております。ぜひ
とも企業派遣での社員さん、ロータリアンのご子息
の入会をお願い致します。

名古屋中央ロータアクトクラブ例会報告
藤掛

誠一郎君

令和 2 年 9 月 2 日（水）夜 ZOOM によるオンライ
ンリモート例会で 9 月第 1 例会に参加しました。例
会テーマは「お家時間」でコロナ禍の中、家にいる時
間が多くなった中でどんな過ごし方をしたのかを、
アクトメンバー8 人、ロータリアン 5 人の合計 13 名
が順番に報告をしました。
ほとんどのメンバーが家にいる時間が大きく増えた
わけではないのに、ネット・TV・料理・学習・庭手
入れ・腹筋ローラーでの運動・・・など時間を充実し
ている中で、私は家にいる時間がそんなに増えたわ
けではなく、TV を見ながら器具を使ってスクワット
をする程度の話しかできませんでした。
オンライン例会は相手の反応とかわかりにくいので
苦手ですが、こういう形が増えていくのでしょうね。
でもやっぱり直接会う例会が待ち遠しいです。

A グループ家庭集会報告
とき
ところ
リーダー
会計
出席者

令和 2 年 9 月 4 日 18：30～
大河 1 号店
髙田 サブリーダー 藤原（報告者）
野崎
髙田、村田、加藤（茂）
、山川、鈴木、
山田（章）
、沼野、野崎、久留宮、大平、
藤原 11 名（敬称略）

高田リーダーから、コロナ禍にて懇親会が開催出来
ず切ない日々だったが、ようやく仲間と宴が開催出
来大変嬉しいとの挨拶から、加藤(茂)君の乾杯の発
声で、延期になっていた初陣 A グループの家庭集会
がスタートです。本日の会場は、新鮮な魚を素材にし
た美味しくてお値打ちな和食料理が売りの隠れ家的
なお店で、特別に貸し切りで迎えていただきました。
美味しいお酒と新鮮な刺身や見事にアレンジされた
揚げ物など舌の肥えた皆さんも納得いく大変美味し
い料理でした。皆さんのピッチも上がり微酔い気分
で口も滑らかになった頃、ロータリーと私という題
目で各自の思いや今後の展望など一言お話しいただ
きました。国際奉仕や社会奉仕で大奮闘した当時の
苦労や喜びを振り返り熱く語っていただいた想い出
話、入会動機の深い友情話、委員会での苦労話など大
変有意義な話を聞くことが出来ました。特に印象的
だったのは、入会時のイメージと実体のギャップで
退会したいなと思う時期があったが、メンバー間の
親睦や達成感の共有等で、ここまで継続出来て大変
良かったと大先輩からのお話でした。意外なお話で
びっくりしましたが、我々経験の浅いメンバー、特に
新メンバーの大平さんには大変有意義なお話だった
と思います。その後、コロナ禍への復讐のようか尚―
層ピッチが上がり皆さんの気分も最高潮で閉宴時間
となりました。最後は、本日の家庭集会が開催出来た
喜びを分かち合い、又、我々みなとロータリークラブ
の今後益々の発展を祈念し、鈴木君の一本締にて終
宴いたしました。参加された皆様お疲れ様でした。
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第３回理事会議事録
とき
ところ
出席者

9 月 4 日（金）13：30～
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「パイン」
髙田、栢森、田島、三枝樹、野崎、藤原、
市野、加藤（茂）、杉江、村田 10 名（敬称略）

①協議事項
1.休会における例会費２回分の食事代の流用について
年度末にまとめて協議
2.忘年家族会の開催について
開催の方向で準備、お酌、挨拶等でテーブルを回る事は
しない。歌などの余興は感染リスクやキャンセルのリス
クがあるため無しとし、その分食事や景品を豪華にする。
なるべく短時間で開催。子供が飽きて走り回らないかと
いう意見あり。
②審議事項
１．アクト例会参加について
8 月の例会が中止となりましたが参加できなかったメン
バーには順次アクトの例会を告知し参加を促す。また参
加対象の例会を増やし年度内にクリアできるようにす
る。あまりにアクトの休会が多い場合は年度末にニコボ
ックスへの寄付基準を判断する。
２. 名古屋みなと RC 歌「セイリング」について
輪番の決定
奉仕の理想→セイリング→それでこそロータリー→我ら
の生業→手に手つないで の順で歌う事とする。
③報告事項
１．港友例会を通常例会に変更する件
12/4・1/15・3/5・4/2・5/14 の港友例会はコロナ感染
リスクため通常例会に変更。
④その他
1.国際奉仕事業の経過報告
パンナタン島はロックダウン中であり現在小学校の修復
作業者が島に渡れない状況。ロックダウン解除に向け島
民が動いているので近日中に建築作業に取り掛かれる模
様です。
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今後の例会予定
敬老例会
17F「コスモス」
ガバナー補佐訪問
17F「コスモス」
休会
卓話
17F「コスモス」
卓話
17F「コスモス」
ガバナー公式訪問
16F「アゼリア」

◆ガバナー公式訪問について
10/15 に予定しておりましたガバナー公式訪問
（名古屋名駅・丸の内・名古屋みなと合同例会）
ですが、10/21（水）に名古屋みなと単独で開催致
します。

