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THE ROTARY CLUB OF PORT NAGOYA 

Weekly Report    

名 古 屋 み な と 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES.   ロータリーは機会の扉を開く   R.I．会長 ホルガー・クナーク 
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承 認 1966 年 5 月 12 日 例会日 金曜日 12：30 

例会場 名古屋マリオットアソシアホテル 

事務局 TEL 052-221-7020 FAX 052-221-7023 

 E-Mail office@portnagoya-rc.com  

 URL http//www.portnagoya-rc.com 

会 長 髙田 和裕   幹 事 村田 誠一 

広報･雑誌・会報委員長 久留宮 秀郎 

 

第 2602 回例会 №25 

2021 年(令和 3 年)4 月 23 日(金) 晴 

名古屋みなとロータリーソング 

「セイリング」 

出席報告 

会員 61 名中 出席 35 名 出席率 57.37％  

 

会長挨拶 

皆さん今日は。まずもって、先 

週の５５周年記念例会にたく 

さんの御参加ありがとうござ 

いました。沼野親睦委員長他 

スタッフの皆さん設営ありが 

とうございました。いよいよ 

来年度に入ってきます。４月 

１８日に栢森エレクト・岡田 

副幹事が地区研修・協議会に 

参加して、本日岡田副幹事が 

その様子を発表してくれます。本来、地区研修・協議 

会は次年度の理事・役員・委員長・入会３年未満のメ 

ンバー・地区出向者が参加いたします。本年度はコロ 

ナ禍という事で会長エレクト・副幹事が代表で参加し 

ました。さて、私は今日は何の日か探してみました。 

本日は、「シジミの日」です。また、「サン・ジョルデ 

ィの日」とも言われています。「サン・ジョルディの 

日」は男性が女性に赤いバラを贈り女性が男性に本を 

贈る、という日です。こちらの話は気にかかったら調 

べてみてください。とても、素敵なお話しです。 

私は、体形上・食生活・酒のたしなみ方で「シジミの 

日」にフォーカスを当てて本日お話させてください。 

４月２３日 月と日を取ると「４２３」になります。 

それをシジミと読ませて「シジミの日」と今日を呼ぶ 

ようになりました。今頃のシジミは夏の産卵期を前に 

身が殻いっぱいに大きくなっているそうです。シジミ 

に含まれるタウリンやオルニチンは疲労回復の特効薬 

だそうです。我儘、口だけの私に振り回され疲れきっ 

ている村田幹事に、また、これから頑張る栢森エレク 

ト・岡田次年度幹事には皆さん、この時期に「シジミ 

食べている。」と声かけてあげてください。２年ほど 

前の事です。私が住んでいる近所の果物屋さんがおい 

しい生フルーツジュースを作ってくれていました。 

 

世に名を残さなかっただろ 

う。男は無名で、貧乏で、無力 

だった。だからこそ、自分と同 

じような弱い人々を守る政治 

家になろうと決意した。３８ 

歳男は国会議員になるが、思 

いどおりの政治活動が出来

ず、田舎に帰る。４７歳もう一 

私は生フルーツジュースの飲みすぎで、中性脂肪が、 

１，５００という値を出してそのまま、入院でした。

私が退院した、その日に週に一度は行く近所の居酒屋 

「大河」にいったら、寸胴いっぱいにシジミを入れて 

出汁をとり、「シジミ蕎麦」を食べさせてもらいまし 

た。その、おかげで今も私は元気です。「一杯のかけ 

蕎麦」でなく、「シジミエキスいっぱいのかけ蕎麦」 

の、お話でした。本日も、一冊の本を紹介させてくだ

さい。「情熱思考」是久昌信（これひさ まさのぶ）

著 中経出版発行より 

どれも挫折の理由にはならない 

不器用な性格。学校を中退。母の死。商売で破産。莫 

大な借金。恋人の死。ノイローゼ。不幸せな結婚。 

友人にすすめられ選挙に出馬するが、聴衆の無関心マ 

スコミの批判にさらされ落選。さまざまな試練の中で

もし、挫折というものを受け入れていたら、その男は

世に 

度選挙に出馬。しかし、落選。４９歳、再度、選挙に 

挑戦。しかし、落選。それでも、男は挫折しなかった 

。彼にとって、すべては出来事。すべては、経験。そ 

してついに、男の情熱は民衆の心をとらえた。５２歳 

のとき、ほとんど資金がないまま大統領選に立候補し 

勝利。その男の名は、エイブラハム・リンカーン。 

「人民の人民による人民のための政治」 

本の紹介は、ここまでです。私の、お話しで締めくく

らせてください。私は、挫折ばかりで、あきらめが早

くエイブラハム・リンカーンには 

 

なれませんでした。しかし、理事・役員・委員長・メ

ンバー・事務局 

 

mailto:office@portnagoya-rc.com
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ニコ BOX 

(55 周年記念例会、たくさんの参加ありがとうご 

ざいます。本日は、栢森年度に向けての地区研修 

協議会の報告です。岡田次年度幹事、報告よろし 

くお願いします)           髙田会長 

(岡田副幹事、次年度の発表宜しくお願いします) 

       村田幹事 

(コロナワクチン接種のおたずねでパニックとな 

っています)                菅君 

(昨夜は大変楽しかったです。ロータリーの友情 

に感謝します)             山川君 

(先週の創立記念例会は素晴らしい会でした。会 

長・幹事・親睦活動委員会の皆様、おつかれさま 

でした！)               長瀬君 

 

 

                     

                         

本日合計     13,000 円 

累  計   1,662,000 円 

幹事報告                 村田 誠一君 

皆さんこんにちは、幹事報告致します。 

先週は 55 周年の例会を無事開催することが出来ま 

した。行き届かない面もあったかと思いますが多く 

の皆さんが参加して頂き感謝しております。 

さて、4/25 13 時よりのローターアクトの地区年 

次大会があります。全員参加で申し込んであります 

ので皆さんは zoom での参加となります。高田会長 

と出向しています藤掛地区ローターアクト委員が 

現地に行きます。高田会長の歓迎の言葉があります 

ので是非ご覧下さい。Zoom のアドレスは 4/21 に 

メールにてお知らせしております。 

続きまして台湾での国際大会がバーチャルで開催 

されることとなりました。6/12～16 開催で登録料 

は 5/7 まで 49 ドルそれを過ぎますと 65 ドルとな 

ります。こちらは 4/22 に案内させて頂きました。 

次ぎに例会開催についてですが 4/20 からまん延防 

止等重点措置が適用されました。高田会長と協議し 

ましたが緊急事態宣言になるまでは例会を開催す 

るとの事です。危険だと思われる会員さんはご自身 

の判断でお休み下さい。今年度中はメーキャップの 

必要はありません。次週から 2 回休会となります。 

次回は 5/14 の例会開催となります。また 5 月から 

はクールビズとなりますのでノーネクタイでも OK 

となります。 

地区研修・協議会報告 

      次年度幹事  岡田 雅君 

              
2021 年 4 月 18 日（日曜日） 

名鉄グランドホテルにて開催 

されました、地区研修・協議会 

に参加してきました。今回は 

コロナ禍という事もあり、感 

染予防を徹底して行われ総勢 

266 名が参加しました。この 

地区研修協議会はロータリー 

の行事の中でも最も重要な地 

区会合の一つでもあります。 

 
それは次期クラブのリーダー的存在の方々が一堂に会 

して次年度地区方針に沿ったクラブ運営をしていくた 

めの勉強会でもあります。地区研修・協議会がどれだ 

け目標を達成できるかによって次年度のロータリーク 

ラブの成否が決まると言っても過言ではありません。 

地区研修・協議会はクラブ指導者が毎年 7 月 1 日に交 

代するにもかかわらず、その前後を繋いで奉仕のプロ 

グラムを継承して行えるようにしている、極めて大切 

な連結点です。さて、ホストクラブは栄ロータリーク 

ラブ、9 時半開会から午後 3 時までかなり濃い内容で 

した。安城ロータリークラブ所属の沓名ガバナーエレ 

クトが 2021ー22 年度所信表明にて国際ロータリーの 

テーマにより、「チェンジロータリー 新時代への成 

長に！」という地区方針をお話されました。そして沓 

名ガバナーエレクトの思いで、各クラブの皆さんが地 

区委員会がどのような活動しているのか知ってもらい 

、各クラブと地区の距離がもっと縮めるために、各地 

区委員会の事業計画の発表がありました。午後には、 

「変化の時代における公共イメージ向上」と題して第 

2750 パストガバナーであり、東京広尾ロータリーク 

ラブ所属の服部陽子様から特別講演していただきまし 

た。我々ロータリアンが行っている奉仕活動によって 

は、イメージアップにもダウンにもなる為、イメージ 

アップになるような活動を心がけて活動を行う事とお 

っしゃってみえました。講演後、会長・幹事部門の研 

修があり、石井弘子会員増強委員長、寺本善雄危機管 

理委員長、加藤定伸防災対策委員長、神野重行 WFF 

委員長の研修を受けました。 

最後に次年度の地区研修・協議会は西尾キララロータ 

リークラブ、日時は 2022 年 4 月 17 日（日）と発表 

があり、閉会しました。 

くエイブラハム・リンカーンにはなれませんでした。 

しかし、理事・役員・委員長・メンバー・事務局の灯 

がまわりを照らしてくれて幸せな会長ライフを送って 

います。 

本日も、例会楽しんでください。 
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国際ロータリー第 2760地区ローターアクト  

第 30 回地区年次大会報告 

藤掛 誠一郎君 

 

 

 

                  

度のホストクラブが名古屋中央ローターアクトクラブ 

ということもあり、高田和裕会長が歓迎あいさつをし 

ました。地区ローターアクト代表の遠山みのりさんの 

テーマ「いっぽ」方針「まずやってみる」について、 

このコロナ禍での状況での行動力・発信力について評 

価され、名古屋中央ローターアクトクラブ周年事業で 

ある「おにぎりプロジェクト」へのご自身の参加体験 

などをお話しいただきました。またメイン報告となっ 

た各クラブ活動報告では、リアルとオンラインを混ぜ 

ながらの例会や、RAC-1 グランプリ、またそこから 

派生した緑の散歩道プロジェクトの取り組みなど、 

「何ができるか！どうやったらできるか！」をみんな 

で常に考え、実践してきたとても刺激的な報告でした 

。まさに「まずやってみる」を実践し、確実に「いっ 

ぽ」以上の成果を出してることに、私たちロータリア 

ンにも改めて大切なことを学ばせていただきました。 

2021 年 4 月 25 日（日）に国 

際ロータリー第 2760 地区ロ 

ーターアクト 第 30 回地区 

年次大会が名古屋芸術大学に 

て行われました。昨年はコロ 

ナ禍により中止となりました 

が、今年度はリアル参加（48 

名）と ZOOM によるオンライ 

ン参加（212 名）のハイブリッ 

ド型での開催でき、また今年 

 

第３０回地区年次大会開催、誠におめでとうございま 

す。開催にあたりホストを務めます名古屋中央ロータ 

ーアクトクラブや他、関係者の皆様に心より御礼申し 

上げます。また、コロナ禍のなか大変苦労してきた事 

をお察しもうしあげます。今年度、地区ローターアク 

ト代表 遠山みのりさんの地区テーマ「いっぽ」 地 

区方針「まず、やってみる」この、世界中を襲ってい 

る未曾有のパンデミック。カオスの世界。遠山代表の 

「いっぽ」そして「まず、やってみる」というテーマ 

と方針に多くのメンバーが勇気づけられた事でしょう 

。やれなかった事もたくさん、あったでしょう。 

 

その中で「いっぽ」踏み出せた事も、きっとたくさん

あったとおもい 

 

ます。私は、今年度 45 周年を迎えました名古屋中央

歓迎の挨拶         会長 髙田 和裕君 

 

 

 

                  

その中で「いっぽ」踏み出せた事も、きっとたくさん 

あったと思います。私は、今年度 45 周年を迎えまし 

た名古屋中央ローターアクトクラブの周年記念事業の 

「おにぎりプロジェクト」に賛同し、おにぎりの写真 

をたくさん送りました。きっとアフリカ・アジアの子 

供たちに多くの給食が届けられたかと思います。また 

、奉仕活動をプレゼンによって決めるＲＡＣ１グラン 

プリ２０２０予選会から応援に行きました。たくさん 

の希望をもらいました。感謝と皆様の「いっぽ」を祈 

念して歓迎の挨拶とさせていただきます。 

第30回地区年次大会報告 

名古屋中央ローターアクトクラブ 

幹事 都築 瑠衣さん 

 

                  先日、名古屋芸術大学にてローターアクト地区年次大

会を開催しました。昨年度は新型コロナウイルスの影

響で開催されなかった本大会、今年度は私たち名古屋

中央 RAC がホストクラブを務め、Zoom を利用して

web 参加と現地参加の選択を可能にしたハイブリッド

形式での開催といたしました。地区としても初めての

試みで、慣れない点もありましたがテストを重ね、課

題を乗り越え大成功に終わることができたと感じてお

ります。名古屋みなとロータリークラブさまからは会

長の高田さま、ローターアクト委員の藤掛さまに現地

出席いただき、また web 参加にも多数のご登録をい

ただきました。心より御礼申し上げます。年次大会で

は各クラブの活動報告等が行われ、それぞれのクラブ

がコロナ渦の中でどのように活動してきたか、新しい

挑戦や試行錯誤の様子が窺えて自分たちのクラブ運営

を見直すいい機会となりました。次年度の参考にして

いきたいと思います。 

次回の活動は、5/8 に名城公園 tonarino にて開催さ

れるフェアトレードのイベントに、ボランティアスタ

ッフとしての参加を予定しています。 

フェアトレードとは、適切な価格で商品を取引するこ

とによって生産者を搾取することなく、経済的な支援

を実現する仕組みです。こちらのイベントではフェア

トレード認定のコーヒーを飲み比べることができます

ので、コーヒーがお好きな方、ご都合あう方いらっし

ゃいましたらぜひ遊びに来てください。 
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月 日 今後の例会予定 

4 30 休会 

5 

7 休会 

14 

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」 

21 

卓話「ロータリーの危機管理」 

2760 地区危機管理委員長 

寺本 善雄君 

17F「コスモス」 

28 

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」 

6 

4 
第 3 回クラブフォーラム 

次年度会長 栢森 雅勝君 

11 

退任挨拶 

会 長  髙田 和裕君 

幹 事  村田 誠一君 

18 休会 

25 休会 

「ロ－タリーの目的」において「職業奉仕」を表わす 

「第２」は、以下の如く記載されています。この太字 

が現在の表現であり、通常文字が変更前の表現です。 

「（Ａ）職業上の高い倫理基準を保ち 

（事業「business」および専門職務「profession」 

の道徳的水準を高めること）、 

（Ｂ）役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し（あ 

らゆる有用な業務「occupation」は尊重されるべき 

であるという認識を深めること）、 

（Ｃ）社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の 

職業を高潔なものにすること。（そしてロータリアン 

各自が業務「occupation」を通じて社会に奉仕する 

ためにその業務「occupation」を品位あらしめるこ 

と。）」 

 

そして、「ロータリー章典（2017 年） 8.030. 職業 

奉仕（Vocational Service）の基本原則 8.030.1 

 職業奉仕に関する声明 」には、以下の如く記載さ 

れています。 

『職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の 

理念の実践をロータリーが培い、支援する方法であ 

る。「ロータリーの目的」の第 2 項は、職業奉仕が基 

本となるもので、特に以下のことを奨励し、育成す 

る: 

（Ａ）職業上の高い倫理基準を保つこと；  

（Ｂ）役立つ仕事はすべて価値あるものと認識するこ 

と。 

（Ｃ）社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の 

職業を高潔なものにすること。 

上記の職業奉仕の理念に本来込められているものは、 

次のようなものである: 

豆知識 5「ロータリーにおける職業奉仕」 
職業奉仕委員会 (委員 小島清路 記） 

１）雇主、従業員、同僚への誠実、忠実さ、また、こ 

の人たちや同業者、一般の人々、職業上の知己すべて 

の公正な扱い; 

２)自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立 

てること。』 

以上より、「ロータリーにおける職業奉仕」とは、上 

記Ａ～Ｃに示す３項目の内容となります。 

 

また、「職業奉仕」の原文表記は「Vocational  

Service」とあり、この「職業」は「vocation」で 

す。一方、「事業」を「business」、「専門職務」を 

「profession」、「業務」を「occupation」と表記 

し、「職業」の「vocation」はこれらと区別されてい 

ます。この「vocation」は「神のお召し。天職。天 

職意識。使命感（「小学館 英和中辞典」）」とあり、 

「天職」は天から命ぜられた職。神聖な職務。その人 

の天性に最も合った職業。(「広辞苑」)とあります。 

ここでいう「職業」には事業、業務と異なり、「道徳 

感、倫理感」を含む言葉とされています。 

上記Ａ～Ｃには、「倫理基準」「道徳的水準」「高潔」 

「品位」及び「業務を通じて社会に奉仕する」という 

文言があり、しかも「職業奉仕」の「職業」は 

「vocation」とあります。 以上を総合的に理解し 

ますと、「ロータリーでいう職業奉仕」とは、「高度の 

道徳的水準及び倫理感を高めるように努力しつつ、こ 

れをもって事業・専門職務・業務を行いましょう、そ 

してそれを通じて社会に奉仕・貢献しましょう。」に 

なると思います。 

次回は、ライオンズクラブとの比較について説明しま 

す。 

  


