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ロータリーは機会の扉を開く

「ＡＩ時代の人生戦略」より
苦手だから、興味がないから、
知らないからと、理数系の話
を遠ざけるのは損である。と
いうか、まったく危険だ。
遠ざけたければ、それも個人
の自由だろう。だが近い将来、
そのような人は職を失う可能
性が高い。あらゆる仕事が、
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WEB 例会

会長挨拶
本日、名古屋みなとロータリ
ークラブは、本年度ＲＩテー
マ「ロータリーは機会の扉を
開く」、そして、岡部ガバナー
の「行動するロータリアン！」
に応えるべく一歩新しい歴史
を刻みます。コロナ禍におけ
る新しいロータリーの例会の
形。今日までは、コロナによる
例会休会の時はウィークリー
きました。本日は、違います。
臨時号を発行してきました。本日は、違います。皆さ
皆さんに画像を届けます。
んに画像を届けます。
「ウェブ例会」を初めて開催し
ます。「機会の扉をひとつあけました。」
私は機械音痴で地区からのこのような形の例会の依頼
があっても「ＮＯ」と幹事に断っていました。岡部ガ
バナーのテレビジョン放送を見て幹事に相談して本日
、行動に移しました。私は、第一回の会長挨拶で
「ファーストペンギンになる」と、メンバーに約束し
ました。昨年度のクラブ戦略委員会からコロナ時、ま
た、それに類似の災害で例会を開催できなくなった時
の新しい例会のスタイルを今年度は実行すると申し送
りがありました。自分が SNS を嫌いというだけで逃
げていました。そんな私に、こんな場を与えてくれた
メンバーに感謝します。
さて、本日２月１９日は二十四節気では雨水にあたり
ます。雨が雪を融かし、大地を潤し農作業の準備をは
じめる目安に古来よりして来た日です。
春を歓び、新しい事にチャレンジをする日と私はとら
えました。さて、本日の卓話者は野崎国際奉仕委員長
です。コロナに一番振り回された委員長です。最後ま
で彼の話をお聞きください。最後に一冊の本を紹介さ
せてください。
成毛 眞 著 ＳＢクリエイティブ株式会社 発行

R.I．会長 ホルガー・クナーク

サイエンスやテクノロジーとかかわるようになるから
だ。仕事だけじゃない。生活全般とかかわるようにな
る。
本日は、ウェブ例会楽しんでください。

幹事報告

村田

誠一君

1/22 の例会から休会となっ
ておりますが、本日 2/19 と
2/26 の例会は WEB 例会とさ
せて頂きます。RI・地区ともデ
ジタルソースを使った例会が
出来るよう推奨しておりま
す。今回はその第一歩として
YouTube で例会を配信させ
て頂きます。3/５は休会とさ
せて頂きますが 3/12 から通
常例会を開催できると思いま
常例会を開催できると思います。なお、3/14 は地区
す。なお、3/14 は地区大会が
大会がありますのでご参加のほど宜しくお願い致しま
ありますのでご参加のほど宜
す。
しくお願い致します。きまし
た。本日は、違います。皆さん
に画像を届けます。
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卓話

コロナ禍での国際奉仕事業
「フィリピン国パンダノン島でのミニ音楽会開催」
国際奉仕委員長 野崎 修君
高田会長の熱い思いを受け、
クラブ国際奉仕委員会では
「現地に出向き、現地で自ら
奉仕をする」を目標に掲げ、フ
ィリピン国ボホール州パンダ
ノン島で奉仕活動を計画しま
した。奉仕内容は、1960 年来
政府の援助が届かず電気・水
道のインフラも整わないこの
島で唯一の学校（小学校：生徒

数約 360 名）は、十分な教育環境が整っていない。
そこで音楽教育の一環としてピアノ生演奏によるミニ
音楽会を開催する。初めて触れるピアノ生演奏による
文化的享受及び、ピアノ設置による長期的な音楽情操
教育の継続になる。また、この小学校では２０１３年
の台風・地震で教室が大被害を受け、今回の事業で修
復した教室でロータリアンがピアノを設置し、生演奏
を聴いたことのない生徒さんに生演奏を届ける。この
事業の為に昨年 11 月に我がクラブより多くの会員の
方が現地での奉仕活動を計画していましたが、一昨年
末・昨年年明けより広まった未だ経験したことのない
COVIT-19 の世界的なパンデミックで事業の見直し等
あり、未だ収束が見えない状況下で現地訪問は叶いま
せんでしたが、現地度重なるロックダウンの中、今年
一月末に現地の方々のご尽力によりこの事業を完了す
ることが出来ました。これらの活動はフィリピン国で
国の援助が届かない離島の地域社会発展に必要な人材
の育成に貢献できることを期待します。この事業の成
功にはロータリー財団地区補助金を利用できたのも大
きな支えとなりました。
また、この度はコロナ禍で困難の多い中ではありまし
たが、現地 NGO go share(代表三浦聖子様・Mr.JeffNanoy 夫妻)の皆様・パンダノン島の村長・小学校の
校長はじめ多くの島民の方々の多大なご協力・努力で
成功に漕ぎつけたことに熱いものを感じます。事業に
携わって頂きました皆様に心より感謝申し上げます。
我々名古屋みなとロータリークラブの会員にとり良い
奉仕活動ができたと思います。

生徒たちが持っている写真の中のボードには現地語で
「親愛なるわたくし達のパートナー日本のロータリー
クラブの皆様 NGO goshare の皆様、本当にありがと
うございました。
」と書いてあるそうです。

【WEB 例会のご案内】
WEB 例会の動画を YouTube にアップいたしました。
下記 URL より、是非、ご視聴くださいますようお願
い申し上げます。
■第 2594 回 WEB 例会（2021 年 2 月 19 日）
https://youtu.be/YWikMtJO6Wc
ホームページのトップおよび Weekly ページからも
ご確認可能となっております。
■トップページ
http://portnagoya-rc.com/
■Weekly ページ
http://portnagoya-rc.com/weekly.html

WEB 例会
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撮影当日の様子
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今後の例会予定
WEB 例会
卓話 「伝わるスピーチ
ワンポイントアドバイス」
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」
例会変更
地区大会・愛知県国際展示場
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」
卓話
劇団うりんこ 俳優
いのこ 福代様
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 昂様
17F「コスモス」
例会変更
創立 55 周年記念例会
16F「アゼリア」17：00
地区研修協議会報告
次年度幹事
岡田 雅君
17F「コスモス」
休会

3

