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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
第 2604 回例会 №1

2021 年(令和 3 年)7 月 2 日(金) 雨
「君が代」
「奉仕の理想」
新年度方針発表

会長・幹事バッジの引継ぎ
前会長・幹事にバッジの贈呈

出席報告

才本

会員 60 名中 出席 51 名 出席率 85.00％
〇ゲスト 名古屋中央ローターアクトクラブ
会長 都築 瑠衣さん

会長挨拶・新年度方針発表

会長

栢森

R.I．会長 シェカール・メータ

清継君

雅勝君

これから１年間よろしくお願
いいたします。
１年を通じて目指すのは、ロ
ータリー活動の根幹である会
員同士の交流を活性化するこ
と。だから、会員が一番多く参
加する機会である「例会」を重
視します。
交流の活性化とは、お互いを
もっと知ること、話す機会を
増やすこと、一緒に何かをすること。
誕生月のメンバーは、単に紹介だけでなく、皆様に言
葉のプレゼントをお願いします。外部講師は基本的に
なしで、メンバーに卓話にお願いしようと思っていま
す。また、夜間例会やイベントなど、例会以外の機会
も作ろうと思っていて、さらに交流活性化のための同
好会を新たに作ろうと思っています。
そうして年齢や業種などを超えて交流が活性化し、気
持ちが通じあい、情報のやりとりが頻繁に行われるこ
とが、名古屋みなとロータリークラブの基礎を強くし
、新会員の勧誘や奉仕活動への積極的な参加が高まる
ことになると信じています。
だから、今までとは違うことをするとも思いますが、
是非皆様には積極的に参加していただき、この名古屋
みなとロータリークラブの活動を楽しんでいただける
ような一年間にしていきたいと思っています。
これから一年間よろしくお願いいたします。

入会式

加藤

才本

博之君

清継君

氏
名
生年月日
紹介者
事業所

加藤 博之・かとうひろゆき
1974 年 8 月 21 日 46 歳
山川 克彦・髙村 芳行
ヒロ塗装(株) 代表取締役
〒468-0045
名古屋市天白区野並 3-438
職業分類 塗装業
趣
味
ゴルフ・野球
カウンセラー 寺西 高子
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沼野 明君
6 月 16 日（水）セントクリークゴルフクラブ

ゴルフ会優勝

委嘱状伝達
新入会員カウンセラー

寺西 高子さん

才本

清継君

ガバナー特別賞 披露 直前会長 髙田 和裕君
才本

清継君

７月の誕生日祝福
4 日 梅田君、加藤(茂)君、
5 日 髙田君夫人、8 日 長瀬君夫人、
16 日 杉江君夫人、22 日 野村君

７月の結婚記念日祝福
6 日 高山君

ニコ BOX

表 彰
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25 カ年皆出席
15 カ年皆出席

山川 克彦君
髙田 和裕君

新年度第 1 例会で役員・理事・委員就退任、年
間 100％出席達成などご協⼒ありがとうござい
ました。
(皆様には、これから一年間よろしくお願いいた
します)
栢森会長
(幹事になってしまいました。一年間がんばりま
す。皆さん、よろしくお願いします)
岡田幹事
(7 月４日誕生日です)
梅田君
(コロナ予防にまずワクチン、早目の接種を済ま
せましょう)
菅君
(栢森会長、1 年間よろしくお願いします)
岩佐君
(７月４日独立記念日が誕生日です。６月に掖済
会病院で健康診断を受けました。河野君ありがと
うございます)
加藤(茂)君
(会員増強委員会の山川です。新年度より加藤博
之君が入会しました。皆さん、よろしくお願いし
ます)
山川君
(栢森会長、岡田幹事、おめでとうございます。
新役員・理事・委員長がんばってね)
髙田君
(栢森会長、岡田幹事、1 年間楽しみにしていま
す。河野君、2 ヶ月続けてお世話になり、ありが
とうございました)
棚橋君
(本年も宜しくお願いします)
野崎君
(親睦委員長の加藤です。今年一年よろしくお願
いします)
加藤(昌)君
(今年一年よろしくお願いします)
親睦活動委員会一同

本日合計

466,000 円

幹事報告及び就任挨拶

岡田 雅君
皆さんこんにちは。
今年度、この歴史と伝統ある
名古屋みなとロータリークラ
ブの幹事をさせていただきま
す、岡田雅です。
入会して 12 年目となります。
さて皆様はご記憶ないかもで
すが、私の名前は「雅」と書い
て「タダシ」と読みます。
名前負けしている私ですが、

公家様のような栢森会長と共に今年度方針に則り、
雅やかに艶やかに楽しく皆様に満足していただけ
るようなクラブ運営をしていく所存でございます
ので、ご協力をお願いします。
しかし、何分不慣れであります故、この先一年、至
らぬ点が多々出てくると思いますが、ロータリー精
神である友愛の心を持ってご指導ご鞭撻また叱咤
激励をお願い申し上げます。
皆様、一年間何卒よろしくお願い申し上げます。
続きまして、幹事報告をいたします。
①7 月の RI レートは１ドル１１１円です。
②本日皆様にお渡ししましたバッジですが、
これは今年度沓名ガバナーから第 2760 地区方針に
思いを込めたゼロバッヂですので、例会の時、ある
いはロータリー活動の時はバッヂを付けてきてく
ださい。
③昨年度、コロナの影響により卓話が中止となった
トヨタ車体の三浦昴様より、クリアファイル等をい
ただきましたので、本日皆様に配布させていただき
ました。
④本日 13：30 より楠の間において今年度第一回の
クラブアッセンブリー及び理事会を開催しますの
で、理事役員、委員長の皆様はご出席お願いします。

新年度方針発表
名古屋中央 RAC

会長

都築

瑠衣さん

今期、名古屋中央ローターア
クトクラブ会長を務めること
となりました、都築瑠衣です。
私は、今期のクラブテーマを
”Review”と定めました。この
言葉は「振り返り」や「見直
し」、「復習」するといった意
味を持ちます。昨年度当クラ
ブは年次大会のホストや「緑
の散歩道プロジェクト」、45
周年記念事業の「おにぎりプロジェクト」など大き
な企画に取り組み、また地区代表および地区幹事も
当クラブから選出され、大変充実した一年でした。
昨年度の数々の取り組みが大成功に終わることが
できたのも、提唱ロータリーのみなさまや地区ロー
ターアクトクラブの多大なるお力添えのおかげで
ございます。心より感謝申し上げます。
そういった状況の中で、今年は一度立ち止まってみ
て今までの自分たちを振り返る一年にしたいと考
え、“Review”というクラブテーマを掲げました。
当クラブは 5 年以上の在籍メンバーが半数以上を占
めており、地区での仕事を経験しているメンバーも
おります。フレッシュさや勢いには欠けるものの、
ひとりひとりの経験と実力がしっかりした地盤の
力が強いクラブだと私は感じております。
このメンバーと共に、今までやってきたことをもう
一度検討しなおすことで、問題点や改善点を見つ
け、クラブとしてさらなるパワーアップを目指して
いきます。
昨年は新型感染症の影響で、フルパワーでの活動が
できず、親睦と交流も制限された厳しい年度でし
た。そんな去年の経験を活かして、都築年度を素晴
らしいものにしていきたいです。
今年度も名古屋みなとロータリークラブの皆様に
はご協力をお願いする機会が多くあると思います
が、名古屋中央 RAC 一同頑張って活動して参りま
すので、どうかご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。
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第１回 クラブアッセンブリー議事録
とき 7 月２日（金）13：30
ところ 名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
出席者 栢森、高村、柳澤、髙田、渡邊、小野田、河野、
中井、加藤(嗣)、加藤(昌)、長瀬、山川、岡田、
三枝樹 １４名（敬称略）
開会の辞：栢森
会長挨拶：栢森
事業日程・予算・概要説明：岡田

③その他
高村 栢森会長は会員の親睦交流に重点を置くのであれ
ば、36 回よりも例会を増やすべきではないのか。
栢森 定款に従って例会数を決めただけで例会を減らし
たつもりはない。

７月誕生日会員からメッセージ

委員会報告
職業奉仕委員会：小野田
S.A.A.・会場：柳澤
社会奉仕・環境保全委員会：河野
国際奉仕委員会：中井
青少年・ローターアクト委員会：加藤(嗣)
会員増強・職業分類・会員選考委員会：山川
プログラム・広報・雑誌・会報委員会：長瀬
親睦活動（出席）委員会：加藤(昌)
研修委員会：髙田
クラブ戦略委員会：栢森

梅田

武久君

閉会の辞：髙村

第１回 理事会議事録
とき 7 月 2 日（金）13：30
ところ 名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
出席者 栢森、高村、高田、渡邊、小野田、河野、中井、
加藤(昌)、岡田、三枝樹１０名（敬称略）
①審議事項
1.同好会設立について
会長方針であるクラブの活性化の為に、年間を通して
様々な活動を行う同好会を設立したい。会長は橋本美穂
さん、副会長は久留宮君におねがいする。
⇨承認
2.西名古屋養護学校 奉仕活動について
コロナの状況を見て、予算２０万円の範囲で可能な形で
行う。
⇨承認
3.今期メイクアップについて
例会変更時における、他クラブ向けのメイクアップデス
クを今期は設けない。
⇨承認
②協議事項
1.一般公開セミナー奉仕事業について
栢森会長の希望で社会奉仕事業として有名ユーチューバ
ーのヨビノリたくみ氏を講師として一般公開セミナーを
行い、記録動画を作成し、動画の公開も行う。
⇨予算組みが出来次第審議事項に挙げる
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加藤

月

日

茂春君

今後の例会予定
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第 1 回クラブフォーラム
新年度方針発表
S.A.A
柳澤 講次君
クラブ奉仕委員長
吉田 利男君
職業奉仕委員長
小野田博明君
社会奉仕委員長
河野
弘君
国際奉仕委員長
中井 規博君
青少年奉仕委員長
加藤 嗣郎君
17F「コスモス」
卓話
「2020-2021 年度
会長・幹事退任挨拶」
2020-2021 年度
会長 髙田和裕君
2020-2021 年度
幹事 村田誠一君
17F「コスモス」
休会

30

休会
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