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ロータリーは機会の扉を開く

第 2６０１回例会 №24
2021 年(令和 3 年)4 月 16 日(金) 晴
創立 55 周年記念例会

R.I．会長 ホルガー・クナーク

活動報告
①国際奉仕事業
「フィリピィンパンダナン島でのミニ音楽会開催」
国際奉仕副委員長
中井 規博
②名古屋中央ローターアクトクラブ
４５周年記念事業「おにぎりプロジェクト」
名古屋中央ローターアクトクラブ会長 立石

出席報告
会員 61 名中 出席４8 名

来賓ご芳名

出席率

78.68％

（敬称略・順不同）

RI 第２７６０地区ガバナー

道子

③ローターアクト RAC1 グランプリ
「緑の散歩道プロジェクト」
名古屋中央ローターアクトクラブ
ケニーラワス
19：00 ディナーショー
タンゴ＆シャンソン歌手 なかにし陽子

（名古屋北ロータリークラブ）
RI 第２７６０地区地区幹事
伊藤

20：00

満琉（名古屋北ロータリークラブ）

閉会挨拶

会長エレクト

栢森

雅勝

RI 第２７６０地区西名古屋分区ガバナー補佐
照井

栞（名古屋大須ロータリークラブ）

RI 第２７６０地区西名古屋分区分区幹事
林

会長挨拶

順治（名古屋大須ロータリークラブ）

RI 第２７６０地区ロータリー財団委員会委員長
朱宮

新治（犬山ロータリークラブ）

RI 第２７６０地区米山記念奨学委員会委員長
山田

直樹（尾張旭ロータリークラブ）

ローターアクト関係
名古屋中央ローターアクトクラブ
立石

道子

都築

小林ジュリエット

記念例会の部

瑠衣

早川

徹也

ケニーラワス

司会

藤掛

誠一郎

17：00 点 鐘
会
長
髙田 和裕
物故会員追悼・黙祷
国歌「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
来賓紹介
幹
事
村田 誠一
会長挨拶
会
長
髙田 和裕
寄付目録贈呈(ロータリー財団・米山記念奨学会)
来賓祝辞
RI 第 2760 地区ガバナー
RI 第 2760 地区ガバナー補佐
照井 栞
ニコボックス報告
親睦活動委員
橋本 美穂
出席報告
幹事報告
点 鐘
会
長
髙田 和裕
18：00 晩餐会
乾 杯
直前会長
芹澤 謙一

みなさん、こんにちは。
本日は、名古屋みなとロータ
リークラブ５５周年記念例会
です。配偶者の皆さん、配偶者
例会、家族忘年会とコロナの
影響でできませんでした。あ
と、２ケ月で終わってしまい
ますが、私が今年度の会長の
髙田和裕です。本当に挨拶遅
れてすみません。名古屋中央
ローターアクトのアクターの皆さん・米山奨学生冀媛
媛さんようこそいらっしゃいました。そして、岡部ガ
バナー・伊藤地区幹事、照井ガバナー補佐・林分区幹
事、朱宮財団委員長・山田米山委員長、お忙しいなか
よく、お起こしいただきました。名古屋みなとロータ
リークラブのメンバー一同で感謝申しあげます。
私がノミニー時代から５５周年記念例会を村田幹事・
沼野親睦委員長と準備してきました。できるかな、不
安でいっぱいでした。しかし、コロナ禍の「まん延防
止」が騒がれる中の今月の理事会で、ある理事が背中
を押してくれました。
「午後８時に終わるなら、酒も
飲めて問題ないじゃないか」と、ある役員は「髙田会
長が、どうしてもやりたい事は協力しよう」との発言
。勇気をいっぱいもらいました。
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また、ホルガー・クナーク会長の「いまだぞ、扉を開
くのは」そして、岡部ガバナー「行動するのは、いま
だ」と、私は感じ取り、クラブメンバーと共に本日開
催にいたりました。しかしながら、安全には目いっぱ
い気をつけています。ご安心ください。
さて、名古屋みなとロータリークラブは、創立は、１
９６６年（昭和４１年）４月２１日、名古屋西ロータ
リークラブをスポンサーとして、名古屋で７番目、
名古屋港ロータリークラブとして加盟承認され誕生し
ました。チャーターメンバーは２６名です。その歩み
は、５周年を記念して１９６９年（昭和４４年）５月
９日に東海ロータリークラブを創設。１０周年を記念
して１９７６年（昭和５１年）２月６日に今の名古屋
中央ローターアクトクラブを提唱。さらに、１９９５
年（平成７年）３月２８日に今の名古屋丸の内ロータ
リークラブを創設しました。尚、１９９９年（平成１
１年）７月１日に名古屋港ロータリークラブから名古
屋みなとロータリークラブに名称変更して今日にいた
っています。私はと言いますと。不思議なめぐりあわ
せで５５周年の会長をしています。私が親睦委員長の
時は４５周年でした。その時に２８代会長１９９３－
１９９４年岸上先輩に、いつもの笑顔いっぱいで言わ
れました。
「なかにし陽子というシャンソン歌手を呼
んでくれないか」と、その時は呼べませんでした。
私が幹事の時も岸上先輩に頼まれましたが呼べません
でした。そして、私が会長ノミニーの時に、先輩に約
束しました。「岸上先輩、待たせました。私の会長の
時に呼びます。
」・・・
やっと約束が本日果たせます。
コロナ禍のなか、沼野親睦委員長と村田幹事が何度も
打ち合わせをしました。そして親睦委員の協力で歴史
と伝統のある名古屋みなとロータリークラブ５５周年
記念例会を開催します。美味しいお食事の後に「なか
にし陽子さん」のショーをお楽しみください。天に召
された岸上先輩に、きっと歌声が届くと信じていま
す。最後に一冊の本を紹介させてください。
「なんのために」 中村文昭著 サンマーク出版より
誰かを喜ばせることで、
喜びごとが喜びを生んでいく
世の中になったら、
すごいことだと僕は
思います。
本日の５５周年記念例会
楽しんでください。
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寄付目録贈呈（ロータリー財団・米山記念奨学）
RI 第 2760 地区ロータリー財団委員長
RI 第 2760 地区米山記念奨学委員長

来賓祝辞 RI 第 2760 地区ガバナー

朱宮
山田

新治様
直樹様

様

ただ今ご紹介にあずかりました２０２０－２１年度ガ
バナー、名古屋北ロータリークラブの岡部です。
本日は名古屋みなとロータリークラブの創立５５周年
誠におめでとうございます。
貴クラブは１９６６年４月２１日に名古屋西ロータリ
ークラブを親クラブとして地区内３０番目のクラブと
して発足しました。豊橋南、常滑クラブと同期になり
ます。今年度は新型コロナ禍の中、高田和裕会長、村
田誠一幹事の元、私が公式訪問でお願いしたリーダー
シップを強く持って積極的に運営されております。
その内容は、クラブ運営はもとより会員増強の「増強
８０」プロジェクト、その他、新型コロナ禍の逆風の
中で「フイリピン・パンダノン島でのミニ音楽会」開
催など国際奉仕事業も実現されています。また、今年
度の地区目玉企画の一つであったファンドレイジング
企画コンテストのＲＡＣ－１を支援、そして最優秀賞
を受賞した名古屋中央ローターアクトクラブの提唱ク

ラブとして「緑の散歩道プロジェクト」の植樹に積極
的にご参加いただくなど、誠にありがとうございま
す。地区運営に関しましても寺本危機管理委員会委員
長、猪子グローバル奨学生・平和フェロー委員長他の
皆さんのご協力をいただいています。
また、３月１４日の地区大会には本日ご参加の照井ガ
バナー補佐が所属する名古屋大須クラブと同じく全員
登録をしていただきました。ありがとうございます
。お蔭さまでオンライン含めて３，０５５人という過
去にないご登録をいただき、まさにニューノーマル時
代を反映した大会になりました。残念だったのは大懇
親会の余興で、会員の芹澤謙一さんのロータリーバン
ドが聞けなかったことです。ちなみに私も一曲歌う予
定でしたので、次回チャンスがあればと期待します。
なお、地区大会につきましては、地区ホームページの
ＹｏｕＴｕｂｅでダイジェスト版が見られますので、
まだの方は是非ご覧ください。マーク・Ｄ・マロ―二
―直前ＲＩ会長との日米オンラインセッションが目新
しく新鮮です。加えて只今、記念誌の作成にも取り組
んでおりますので楽しみにお待ちください。
さて、今年度ホルガ―・クナークＲＩ会長は「ロータ
リーは機会の扉を開く」をＲＩテーマとして唱えられ
ました。貴クラブにおかれましても活発な会長、幹事
さんのもとで多くの「機会の扉」が開かれたことと思
います。次年度ＲＩ会長シェカール・メータ氏もＳＥ
ＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ「奉仕しよ
う みんなの人生を豊かにするために」と引き続き奉
仕の実践を唱えられています。名古屋みなとロータリ
ークラブさんの今後益々の親睦と奉仕へのご活躍・ご
発展を祈念して私の挨拶とさせていただきます。

来賓祝辞 RI 第 2760 地区ガバナー補佐 照井 栞様

名古屋みなとロータリークラブの皆様、創立 55 周年
おめでとうございます。コロナ禍の中での準備は、い
ろいろむずかしいこともあったとは思いますが、今日
という日を迎えられて、高田会長をはじめ 皆様もホ
ッとされたのではないでしょうか？
名古屋みなとＲＣが創立された 1966 年・55 年前の
日本は、総人口が 1 億人を突破、大卒初任給は 24､
890 円でした。ウルトラマンが生まれ、ビートルズが
来日したという一年でした。その頃の三種の神器は３
Ｃと言われたカラーテレビ・カー(車)・クーラーでし
た。５５年後の現在、日本の人口は 1 億２５４８万
人。大卒初任給は 218､000 円。鬼滅の刃では鬼退治

に忙しく、ビックアーティストの来日は全くありませ
ん。三種の神器ではなく、３つの大切なものは、マス
ク・手洗い・ディスタンスです。
ずいぶん世の中は変わってしまいましたが、５５年間
変わらないもの、それは「地域や世界に良いことをし
よう」という名古屋みなとＲＣの姿勢だと思います。
コロナ禍に於いても、試行錯誤を繰り返しながら さ
まざまな形で活動され、確実に一歩を進めていらっし
ゃる姿に敬意を表します。
55 という数字は「新しい変化への前触れを表す数字
」と言われます。創立 55 周年を迎えられた貴クラブ
が、今後どのような新しい変化に挑戦され歴史を作っ
ていかれるのか、同じ西名古屋分区の一員として楽し
みにしております。
本日は、お招きいただきありがとうございました。

ニコ BOX
(創立 55 周年記念式典おめでとうございます。
名古屋みなとロータリークラブの益々の発展をお
祈り申し上げます)
名誉会員 杉浦弘君
(ご来賓の皆様、配偶者の皆様、本日はご多忙中
のところ、当クラブ創立 55 周年記念式典にご臨
席を賜り誠にありがとうございます。)
髙田会長
(コロナにも負けずご参加して頂きありがとうご
ざいます記念例会が開催できますこと嬉しい限り
です。今日だけは楽しみましょう)
村田幹事
(岡部ガバナー、照井ガバナー補佐、ようこそお
越し下さいました。ごゆっくりお過ごし下さい)
芹澤君
(55 周年、おめでとうございます。今のみなとロ
ータリーを築いてこられた先輩方に感謝です)
寺本君
(55 周年おめでとうございます)
福西君
(ありがとうございました)
栢森君
(野崎委員長の代理をやらさせていただきます)
中井君
(名古屋みなとロータリークラブ 55 周年おめで
とうございます。記念事業でフィリピン国パンダ
ナン島での国際奉仕活動を行い、皆様のご協力で
完了することができました。後程動画をお楽しみ
ください。今後とも名古屋みなとロータリークラ
ブの益々の発展をお祈り申し上げます) 野崎君
(妻はちょうど退院 1 年になりました。おかげ様
で元気に一緒に参加出来ました。ありがとうござ
います)
田中君
(創立 55 周年記念式典、益々の発展をお祈り申
し上げます。そして皆様のご参加ありがとうござ
います。精一杯のおもてなしをさせて頂きます)
親睦活動委員一同
本日合計
累
計

56,000 円
1,649,000 円
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村田

幹事報告

誠一君

皆さんこんにちは、幹事報告致します。
本日はコロナ禍の中ですが何とか 55 周年の例会を開
催することが出来ました。皆様の参加大変嬉しく思っ
ております。さて、これから食事が始まりますが感染
対策で皆様に注意点をお知らせ致します。会食の際、
マスクを外されますがマスクを外しての会話はご遠慮
下さい。また、席を立っての挨拶・お酒を注ぎに行く
お酌など濃厚接触になる様な行動は禁止です。食事中
も皆さんが退屈しないよう 3 組の発表があります。極
力席を立たずに静かにお食事を楽しんで頂ければと思
います。お帰りの際には記念品のケーキがありますの
でお持ち帰り下さい。最後に金沢みなと RC より祝電
が届いておりますのでお知らせ致します。それでは引
き続き晩餐会とディナーショーでお楽しみ下さい。

晩餐会乾杯

第 54 代会長

芹澤

謙一君

活動報告 国際奉仕事業
「フィリピン

パンダナン島でのミニ音楽会開催」
国際奉仕副委員長 中井 規博君

名古屋みなとロータリークラブでは今年度国際奉仕事
業を行いました。フィリピン、パンダノン島で校舎を
修復しピアノを寄贈して音楽会を開催するというプロ
ジェクトを立ち上げました。国の支援が届かず、電気
・水道のインフラも無い島の子供たちに、楽しんで音
楽教育を受けて頂けるようになったと思います。本来
なら昨年 11 月にメンバーとパンダノン島に出向き島
民と交流をする予定でしたが、新型コロナの影響で行
くことはでませんでした。プロジェクト自体は現地
NGO のゴー・シェアの三浦さんの協力を得て無事終
えることができました。NGO の方が作ってくれまし
たユーチューブがありますのでご覧頂きたいと思いま
す。高田会長以下、下見の様子から写っています。
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活動報告
名古屋中央 RAC45 周年記念事業
「おにぎりアクションプロジェクト」
名古屋中央ローターアクトクラブ
会長 立石

道子さん

この度は、創立 55 周年を迎え
られ誠におめでとうございま
す。また、このような素晴らし
い式典にお招きいただき、大
変光栄に存じます。本日は、
少々お時間を頂戴しまして、
名古屋中央ローターアクトク
ラブ創立 45 周年記念事業に
ついて報告させていただきま
す。名古屋中央ローターアク
トクラブは、みなとロータリークラブが 10 周年の年
に提唱し創立されたクラブで、今年度で 45 周年を迎
えました。これもひとえに名古屋みなとロータリーク
ラブをはじめとする提唱・協力ロータリークラブの皆
様や OB・OG の方々のご支援によるものです。この
場をお借りして、あらためて御礼申し上げます。例年
ですと記念式典を行うところではありますが、今年は
新型コロナウイルスの感染拡大等あった為、
「おにぎ
りアクションプロジェクト」への参加という記念事業
のみ行いました。新年度の挨拶に伺った時にこのプロ
ジェクトについて少しお話させていただきましたが、
改めて概要を説明させていただきます。
この「おにぎりアクション」は、日本の代表的な食で
ある「おにぎり」をシンボルに、「おにぎり」の写真
を Instagram, Twitter, Facebook などの SNS、また
は特設サイトに投稿すると、1 枚の写真投稿につき給
食 5 食分に相当する寄付(100 円)を日産セレナ、ベネ
ッセ、伊藤園など多数の協賛企業の提供で、NPO 法
人 TABLE FOR TWO International を通じてアフリ
カ・アジアの子どもたちに給食をプレゼントできる取
り組みです。「食」を通じて世界の食料・健康問題の
解決に取り組む TABLE FOR TWO が主催となり、毎
年、10 月 16 日「世界食糧デー」を記念して実施して
います。おにぎりアクションは、2015 年に開始して
から 2019 年までの 5 年間の開催で、累計 80 万枚の
写真が投稿され、約 450 万食の給食を届けています
。記念事業としてこのプロジェクトへの参加を選んだ
理由は大きく 2 つあります。
1 つ目は、コロナ禍でも計画が立てやすく実現可能で
あること。2 つ目は、おにぎりの写真を撮るという誰
でも手軽にできることであるため、まわりの人に声か
けがし易く、協力が得やすいこと。また、周りに声掛
けがしやすいので、自クラブ員だけでなく多くの人に
このプロジェクトを知ってもらえるためです。昨年開
催された「2020 年おにぎりアクション」は、2020
年 10 月 1 日～10 月 31 日に開催され、202,143 枚
90 万食分が届けられたそうです。45 周年記念事業と
しての実施内容は、専用アカウントを作成・使用して
参加、また、集めた写真で「名古屋中央 RAC フォト

コンテスト」の開催です。特設サイトに投稿ではなく
ひと目にふれる SNS を使用することで、おにぎりア
クションに参加すると同時に当クラブのアピールもで
きると思い Instagram での投稿としました。45 周年
記念事業ということで 90 枚 450 食の投稿を目標に取
り組みました。ロータリアンの多大なるご協力と地区
のグループ LINE を使用して積極的に声掛けをしたこ
とで、集める期間が一か月半程度と短かったにもかか
わらず、目標を大幅に上回る 204 枚 1020 食を寄付
することができました。名古屋みなとロータリークラ
ブの皆様にも大変ご協力を頂き、誠にありがとうござ
いました。この「おにぎりアクション」には、投稿写
真の中から素敵な写真に賞をおくる「おにぎりフォト
グランプリ」というものがあり、当クラブでも独自の
名古屋中央ローターアクトクラブフォトコンテストを
行い、4 枚の素敵なお写真と個人でたくさん提供して
いただいた方に賞を贈らせていただきました。そちら
を紹介する前に、公式の 2020 年受賞作品を少しご紹
介させていただきます。
ベストポージング賞。栄養士さんが一列に並んで、お
一人お一人手作りおにぎりを持って、マスク越しにも
伝わる優しい笑顔。温かみを感じます！という公式コ
メントの通りこちらまで心が温かくなる写真です。乗
ってるあいだも思い出に賞 supported by NISSAN
SERENA や子どもおにぎり大賞 supported by
Mizkan おむすび山®、動物おにぎり大賞 supported
by 象印マホービンなどのスポンサー企業賞なんかも
あります。どの写真も公式で選ばれるだけあって素敵
なお写真ばかりです。
では、ここからは当クラブ独自の受賞作品を紹介して
いきます。今回は 204 枚の写真の中から MVP 賞・コ
ミットメント賞・フェローシップ賞・アニマル賞・ハ
ンサム賞として 5 賞設けました。
まずはコミットメント賞。こちらは個人で一番多くの
写真提供をしてくださった第 2630 地区ローターアク
トクラブ 矢島将行(やじま まさゆき)さんにおくら
せていただきました。毎日のようにおにぎりを食べて
計 32 枚もの写真提供をしてくださいました。
次にフェローシップ賞。こちらは当クラブ員の田村が
受賞となりました。ローターアクトクラブの目的のひ
とつに、リーダーシップの能力を磨くとともにフェロ
ーシップを高め、仲間と協力するというものがあるた
め、この賞を設けました。会社の仲間たちとの仲の良
さや雰囲気の良さが写真からとても伝わってきたため
こちらの写真におくらせていただきました。
続きまして、ハンサム賞とアニマル賞。こちらは両方
とも名古屋名駅ロータリークラブの山田晃也様の会社
である赤門ウイレックスの社員様提供のお写真が受賞
となりました。ハンサム賞の男性は赤門ウイレックス
の社員さんだそうです。
このほかにも犬やねこが写っている動物写真やパンダ
の形をしたかわいらしいおにぎり写真などありました
が、こちらがダントツで一番人気でした。気になる
な、食べたいなという感情が写真越しにヒシヒシと伝
わってくる良い写真だと思いました。
たくさんの素敵な写真の中から MVP に輝いたのはこ

ちらのお写真です。こちらも先程のハンサム・アニマ
ル賞に続き赤門ウイレックスの社員様提供のお写真に
なります。二人ともが満面の笑みで、見ているこちら
まで思わず笑顔になる素敵なお写真です。この写真も
満場一致で MVP 賞となりました。
先日、45 周年記念事業実行委員長の早川とＭＶＰ賞
受賞のご報告と挨拶に伺わせていただいた時の写真が
ありますので、そちらも紹介させていただきます。受
賞者の武田様より、「おにぎりアクション」というも
のを初めて知り、このような誰でも手軽にできる奉仕
があると知ることができてよかった。子供たちは自分
たちのおにぎり写真が人の役に立つことがすごくうれ
しかったようで暫くおにぎりリクエストがあったの
と、写真とらないの？と何度も聞かれました。また、
ＭＶＰに選ばれたのも非常に喜んでいた と言ってい
ただけました。
今回の事業を終えて、私が知らないだけで気軽に参加
ができる奉仕が世の中にはたくさんある事を再認識さ
せられ、もっといろいろなことにアンテナをはって気
軽にできる奉仕活動を私生活やクラブ活動に積極的に
取り入れられたらなと感じました。
今年も 2021 年 10 月 5 日～11 月 5 日の期間で開催
するようなので、ぜひ参加しようと思っていますし、
できましたら皆様も頭の隅に今年もあるということを
記憶して頂いて、ぜひ参加して頂ければなと思いま
す。皆様本当にご協力ありがとうございました。
以上で、45 周年記念事業の報告とさせていただきま
すが、せっかく貴重なお時間を頂戴しましたので、少
し今期の今後の活動予定について紹介させていただき
ます。来週 4 月 25 日(日)に当クラブがホストを担当
しております第 30 回ローターアクトクラブ地区年次
大会が名古屋芸術大学にて開催されます。髙田会長は
じめ名古屋みなとロータリークラブの皆様には準備の
段階から多大なるご支援ご協力いただいておりまし
て、厚くお礼申し上げます。当日もどうぞよろしくお
願いいたします。こちらはすでに案内を流しておりま
して、名古屋みなとロータリークラブさまからは非常
に多くの方のご出席の返事を頂いております。誠にあ
りがとうございます。今回は初めての現地とオンライ
ンを活用したハイブリッド開催となり、不慣れなこと
が多く至らない点があるかとは存じますが、何卒ご容
赦の程よろしくお願いいたします。
次に 5 月 8 日(土)に 5 月第一例会「フェアトレード」
を行います。こちらは 5 月 8 日に名城公園にて開催さ
れる「世界フェアトレード・デー・なごや 2021 コー
ヒー・サミット」のお手伝いとして 13 時ごろから参
加させていただきます。コーヒー飲み比べイベントや
フェアトレード・マルシェが開かれたりと、とても楽
しそうなイベントとなっておりますので、ぜひコーヒ
ーの好きな方やフェアトレードに興味のある方は遊び
に来てください。最後に少し先の日程にはなります
が、6 月 2 日(水)19：30～今池ガスビルにて 6 月第
一例会「後期活動報告」を行います。コロナ禍という
ことで例年に比べ、開催できた例会は減りましたが、
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各クラブの委員長より後期活動報告もしくは一年の活
動報告をそれぞれしてもらう例会となります。この一
年、当クラブがどういった活動をしてきたのか知って
いただける例会になると思いますので、たくさんのご
参加をお待ちしております。
以上で、私からの創立 45 周年記念事業報告と今後の
活動予定報告とさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

活動報告
ローターアクト RAC１グランプリ
「緑の散歩道プロジェクト」
名古屋中央ローターアクトクラブ
小林ジュリエットさん
報告 ケニーラワス君
共同事業とは、当地区である、
第 2670 地区岡部ガバナーの
思いから生まれた新規事業で
す。第一回目は「環境」をテー
マに、当地区の各ローターア
クトから活動提案を「RAC-1
グランプリ」プレゼン大会で
発表し、優勝したローターア
クトクラブに活動支援金 30
万円を与える企画です。
私はフランスから来日して以来、名古屋の夏は暑く、
緑が少ないと感じていました。市内に緑を増やせば、
市内の風通りがよくなり、日陰が増えることで気温が
低下する、また、交通の騒音や大気汚染の減少といっ
た効果が期待できます。そこで、ロータリーファミリ
ーの力を借りて、街路樹を増やそうと考えました。ま
ずは、ロータリークラブとの共同作業ということで、
ロータリアンの思いを確認しようと思い、共同事業担
当である地区ローターアクト委員長の津曲修一郎さん
にヒアリングしました。次に、地域社会のニーズを調
べ、緑が少なく、かつ植樹ができそうな道を探しまし
た。国道の歩道にはポケットパークは多いものの、管
理されていない場所が多く見られます。管理されてい
ないため雑草が生え、ポイ捨ても多いのです。そこ
で、小田井駅付近、小・中・高等学校やショッピング
モールがあり、歩行者も多い国道 302 号沿いに植樹
しようと決め、国道 302 号を管理している国土交通
省（中部地方整備局）にも連絡し、植樹の許可を取り
ました。そして臨んだ「RAC-1 グランプリ」当日、
企画提案を発表し、優勝することができました。優勝
結果が発表された時、涙が出るくらい嬉しかったで
す。当プロジェクトが可能となったのは、たくさんの
方の支援があったからです。当クラブのスポンサーで
ある名古屋みなとロータリークラブの高村芳行さん
（造園業）にアオキの苗を寄付していただくことにな
りました。また、植樹のノウハウも教えていただきま
した。2020 年 11 月 7 日、
「緑の散歩道プロジェク
ト」当日は、ロータリアン 43 名、ローターアクター
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42 名、総勢 85 名でアオキの苗 180 本を植樹しまし
た。今回の共同事業を通じて、ロータリーとローター
アクトが協力することで、活動の規模やインパクトが
より大きくなることを実感しています。ロータリアン
からのご支援があったからこそ、ローターアクターに
新しい可能性が生まれ、ロータリーファミリー内での
つながりがより深まったと感じています。共同事業は
ローターアクターの思いを形にできる機会であり、と
ても感謝しています。
今後も、ロータリーのミッションを忘れずに、地区内
のクラブの強みを活かし、地域社会を巻き込みなが
ら、人びとの生活をよりよくするためにクラブで活動
していきたいと思います。

ディナーショー
タンゴ＆シャンソン歌手 なかにし陽子

閉会挨拶

会長エレクト

栢森

雅勝君
物故会員追悼
加藤 林也君
内藤 昌裕君
山田 和男君
岸上 泰道君
長谷川款一君

月

創立５５周年記念例会を終えて
親睦活動委員長

沼野

明君

2021 年４月１６日、名古屋マ
リオットアソシアホテル 16
階「アゼリア」の間にて名古屋
みなとロータリークラブ５５
周年記念例会を終える事が出
来ました。それもひとえに、来
賓の皆様を始め、ご婦人の皆
様やローターアクトの方々、
そして会員の皆様方のご理解
とご協力の賜物と親睦活動委
員会を代表して、心より御礼申し上げます。また、こ
のコロナ禍の中、開催出来るのか、開催出来てもどの
うように行うべきなのか、試行錯誤を重ね、それぞれ
の思いがある中、会長・幹事を中心に一生懸命協力し
て頂いた親睦活動委員会の皆様に改めて感謝いたしま
す。高田会長の点鐘から始まる記念例会では、ロータ
リー財団・米山記念奨学会への寄付目録の贈呈も無事
に終わり、国際ロータリー第２７６０地区ガバナーの
岡部様、ガバナー補佐の照井様より祝辞を頂戴するこ
とができました。晩餐会では、直前会長の芹澤君によ
る乾杯のご発声で始まり、美味しい食事を頂きながら
、軽めの歓談、そして、活動報告として国際奉仕事業
「フィリピン パンダナン島でのミニ音楽会開催」
、
名古屋中央ローターアクトクラブ４５周年記念事業
「おにぎりプロジェクト」
ローターアクトＲＡＣ１グランプリ「緑の散歩道プロ
ジェクト」を行うことができました。また、その後の
ディナーショーでは、タンゴ＆シャンソン歌手の、
なかにし陽子さんを迎え、楽しいトークとピアノの弾
き語り、美しい歌声を聞きながら素晴らしい一時を過
ごすことができ宴もたけなわの中終焉の時間となり、
閉会の辞を会長エレクトの栢森君にしてもらい５５周
年記念例会の全てを終えることができました。最後に
、まだまだ続くであろうコロナ禍の中、新しい生活様
式の指針、ソーシャルディスタンスを徹底し今後の例
会運営、記念式典、懇親会などをいかに行っていくか
考えなければならないことを改めて実感致しました。

4

日

30
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休会

岡田

雅君

18

卓話「鍼治療がもたらす効果」
篠原鍼灸院 鍼灸師 山内雅大様
17F「コスモス」
卓話「ロータリーと危機管理」
2760 地区危機管理委員長
寺本 善雄君
17F「コスモス」
卓話「ロボット支援手術について」
名古屋掖済会病院
副院長兼外科主任部長
加藤 祐一郎様
17F「コスモス」
第 3 回クラブフォーラム
次年度会長 栢森 雅勝君
退任挨拶
会 長
髙田 和裕君
幹 事
村田 誠一君
休会

25

休会

21

28
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今後の例会予定
地区研修協議会報告
次年度幹事
17F「コスモス」
休会

23
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2017 年 3 月 4 日ご逝去
2018 年 11 月 5 日ご逝去
2018 年 11 月 26 日ご逝去
2019 年 6 月 25 日ご逝去
2019 年 10 月 11 日ご逝去
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