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第1840回2022年(令和4年) 1月24B(月）

沓名俊裕ガバナー公式訪問
く名古屋東・千種・昭和RC合同例会〉

ホスト名古屋昭和RC

2014-15年度

2017-18年度

2019-20年度

ロータリー情報委員長

創立60周年事業実行委員長

地区戦略計画委員会委員、

地区青少年交換委員会委員

ガバナーエレクト2020-21年度

マルチプル・ボール・ハリス・フェロー／

メジャードナー/ベネファクター/大口寄付者／

米山功労者
国際ロータリー第2760地区2021-22年度

沓名俊裕（＜つなとしひろ）ガバナー紹介

【経歴・公職】

1973年愛知工業大学経営学部卒業

和泉芝生入社

1979年東和建設株式会社設立代表取締役社長

1999年東和建設株式会社から株式会社東祥へ

商号変更代表取締役社長

2016年株式会社東祥代表取締役会長

2016年11月安城商工会議所会頭（現任）

2017年5月安城市体育協会会長（現任）

2021-22年度地区方針

｢チェンジロータリー新時代への成長に！」

～コロナゼロ。カーボンゼロ支援～

1951年（昭和26年）3月1日

安城□－タリークラブ

スポーツクラブ

株式会社東祥

代表取締役会長

安城市三河安城町1－16－5

生年月日

所属クラブ

職業分類

事業所

役職名

所在地

行動方針

①クラブの発展なくしてロータリーの発展なし

②チェンジロータリー

③会員の基盤を広げよう

④□－タリー奉仕デー

⑤コロナゼロ．カーボンゼロ支援をしよう

⑥□一タリアンとしての誇りを高めよう

⑦□一夕リーファミリーとの連携を強化しよう

⑧ロータリー賞、ガバナー特別賞へ挑戦しよう

⑨国際大会へ参加しよう（アメリカ・ヒューストン）

【□－タリー歴〕

1995年1月

2000-01年度

2002-03年度

2004-05年度

2005-06年度

2010-11年度

2011-12年度

入会

新世代委員長

職業奉仕委員長

副幹事

幹事

会長エレクト

会長

地区大会企画委員会委員

地区大会実行委員長、

地区大会企画委員会委員

地区大会企画委員会委員

2012-13年度

2013-14年度 R｡taryxg"
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第1839回2022年(令和4年) 1月18B(火）晴

犀ウ会長挨拶

本年2022年は寅年ですが、本来の

干支でいうと壬寅（みずのえとら）で

す。今年はどんな年になるでしょう

か。

過去、寅年にはこんなことがありま

した。最近では2010年、 1998年、

1986年が寅年にあたります。起こ

新年ネ兄賀ｲ列で会
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った出来事を抜粋すると次の通りです。

2010年：民主党政権下で菅直人総理が誕生・小惑星探

査機｢はやぶさ｣が7年ぶりに帰還し小惑星｢イトカワ」

の微粒子の回収に成功・円高で6年半ぶりに日銀が市場

介入しゼロ金利が復活しました。

1998年:Windows98発売・サッカーワールドカップ

フランス大会に日本初出場・横浜ベイスターズが38年

ぶり日本一になりました。

1986年：男女雇用機会均等法が施行・ファミコンソフ

ト「ドラゴンクエスト」発売・土井たか子議員が日本社

会党委員長に就任し日本の主要政党で初の女性党首に

なりました。

新しい発想の製品やサービスが生まれ、初めての出来事

も多く起こっています。どれにも寅年の「芽吹いたもの

が成長する、目立つ」という傾向が反映されているとい

えそうです。

実年は「成長」や「始まり」の年です。

2021年は前年から続いて、新型コロナウイルスの感染

拡大が私たちの生活に大きな影響を与え、廃業を余儀な

くされた店舗ややむなく退職した方もたくさん存在し

ました。しかし、一方で飲食配送の「ウーバーイーツ」

といった新しい業態の利用が拡大しています。

寅年生まれの特徴は

寅年生まれの有名人には､大御所のお笑い芸人や若手女

優、バラエティ番組に引っ張りだこの女性タレントなど

個性が強い方がたくさんいます。

一般に寅年生まれにみられるのは、次のような特徴です。

1強い信念を持っている＝成功するまであきらめない

意志

2情熱的でロマンティスト＝熱意があり人を巻き込む

ムードメーカー

まだまだコロナ禍で、大変な時期でありますが、今後

も皆さんのご協力を得ながら進めてまいりたいと思い

ます。

●奉仕の理想

●出席報告

正会員 31(27）名出席21名

出席率 77．78％

お誕生日おめでとうございます，

☆1月会員誕生日お祝い

吉田玄君（1／6） 山本眞輔君（1／8）

☆1月ご夫人誕生日お祝い

谷口優夫人（1／6） 河合隆史夫人（1／11）

柵木充明夫人（1／24）朝倉寿宜夫人（1／29）
☆1月結婚記念日お祝い

小山雅弘君（1／13）
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河合幹事報告

1．次週例会は24日（月）12:30よりガバナー公式訪問

3RC合同例会に変更になっております｡ご出席の際に

は、年度初めにお渡しした「ゼロバッジ」のご善用を

お願いします。 （会場：名古屋東急ホテル）

2．3月9日の東名古屋分区1.M.は、コロナ感染拡大状況

を鑑み、開催中止になりました。

3．2月1日の節分例会については、城山八幡宮での例会

は中止とさせていただきます。

会員全員分のご祈祷をさせていただき、お札は24日
のガバナー公式訪問例会時にお渡しいたします。ご欠

席の方へは郵送にてお送りいたします。

4．本日の配布こ案内：3月29B6RC合同例会のご案内

6RC合同例会（ホスト:名東RC)

3月29日(火)12:30名古屋マリオットホテル16F
タワーズボールルーム

◇喜寿のお祝い 宮尾紘司君

満77歳おめでとうございます



祝賀懇親会 ｜
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福井親睦委員長挨拶◆
松岡多加倫

先週皆様にお伝えしました121cm26kgのクエは、あ
っという間になくなってしまいました。千種ロータリ

ーの皆様の分は、また近いうちに釣ってきます！

宮尾紘司

親睦委員の皆さん今日は有難う。

喜寿のお祝い、有難うございます。

数え年でなく満77歳です。

朝倉寿宜 ご夫人誕生日お祝い

河合隆史 ご夫人誕生日お祝い

谷口 優 ご夫人誕生日お祝い

小山雅弘 結婚記念日お祝い

足立一郎 福井浩道 長谷川亨

林 永芳 伊藤健文 加藤重雄

太田和孝 笹野義舂 重見有美

鈴木聖三 舎人経昭 渡邊源市

18件|合計87,000円｜

●●●●●・●●･●●●■●●●●●●●●●●｡●p●e●●●●●●･●●●早●●■●● ■●●●e･●●●●●●●｡●●①●●●●●●●●e●●

蕊
だきますので皆様楽しみにしてください。

◆乾杯年男谷口君より乾杯発声
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入会して今回が2度目の年男、前

回は60歳の時に水谷君と一緒に

乾杯の発声をいたしました。そし

て今回は72歳。まだまだ気持ち

は若く持ち続けていきたいと思

います。皆様の健康を祝して、

乾杯！
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◆アトラクション歌手飛夕貴（とびゆうき）様
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オリジナル曲から馴染み深

い演歌まで､新年の祝賀懇

親会に華を添えてください

ました。

また､料亭松楓閣さんの

美しい新春のお料理を

たのしみました。

◇ 2月の例会内容のお知らせ

2月1日（火）節分例会‐例会中止
ご祈祷のみさせていただきます

2月8日（火） 12:30名古屋東急ホテル
4F雅の間

優良従業員表彰

2月15日（火) 12:30名古屋東急ホテル
3F錦の間

友愛の日会員3分間スピーチ

例会終了後／クラブアセンブリー理事役員会

2月22日（火）休会定款規定

加藤副会長閉会挨拶◆

患型 '第7回理事役員会議事録 1月11日（火)本日はお楽しみいただけましたで

しょうか。
【報告事項】

1. 12月年末会員家族懇親会収支報告

会員25名ご夫人他15名参加／
収入1,150,800円支出1,563,575円

親睦費として412,775円計上

2. 2022-23年度委員会組織表

3． 3月9日(水)に予定されておりました東名古屋分区

1.M.は開催中止の決定

（ホストクラブ名古屋名北RCよりl/11付で連絡あり）

【1月18日追加】

会員山本眞輔君より､千種ロータリークラブ2月末日

退会3月1日付での愛知ロータリーEクラブへの移籍

希望が提出され理事会で承認されました。

ｰ

このコロナが早く終息することを

祈念いたします。I

~

室司捌思””。



国際ロータリーの日本語公式ブログ

「□－タリーボイス｣より

ロータリーボイス

Rotary
ガンlテー尽信7月号より

Governor'sMessage
世界で行動する人びとの体験談とストーリー

＞ ロータリーボイス2021年閲覧数トップ5

□一タリーでも新型コロナウイルスに対応する数多くの活

動／プロジェクトが実施されました｡ロータリーは2022

年も世界中でリーダーの力を結集し､地域社会のニーズ

に沿った活動を実施していきます｡□－タリーボイスは来
年も､皆さまにインスピレーションを与えられるようなス

トーリーをご紹介してまいりますので､引き続きご愛読を

よろしくお願いいたします｡年内最後となる今回は、
2021年閲覧数トップ5をご紹介します

小さな支援も集まれば世の中を動かす力になる。
～コロナゼロ．カーボンゼロ支援～

新年あけましておめでとうございます。

本年も皆様にとって実り多い素晴らしい年になるよう心

よりお祈り申し上げます。

昨年のガバナー公式訪問は､新型コロナウイルス感染の
影響があり､地区大会前に42クラブ､年内13クラブを訪

問させていただき､4月までにあと29クラブ訪問いたし

ます｡クラブそれぞれの歴史と文化を感じることができ大

変嬉しく思いました｡そして改めてロータリーの多様性の

素晴らしさを実感しました｡どこのクラブも魅力的で、よ

く考えられた奉仕事業を計画し、クラブ会員が楽しめる

ような活動やイベントを企画しています｡コロナ禍の制約

の中にありながらもできる活動をしていく姿勢に感激い

たしました｡今後1Mが2･3月､ワールドフード＋ふれ愛

フェスタ(WFF)が4月、それに伴うカーボンゼロ植樹事

業もあり、後半まだまだ盛りだくさんの行事がありま

す｡是非楽しんで参加していただきたいと思います。

さて、今年度がはじまってから、コロナゼロ．カーポンゼ

ロ支援をお願いしますとお話ししています｡その理由は

大きく3つあります。①奉仕事業そのものによる地域貢

献②地区で奉仕事業を統一することでよりロータリーの

活動を認知してもらう機会が増えること③世界的な危

機への支援をしている意識を持つこと｡そしてさらにロー

タリーゼロバッジによる啓蒙活動が加わり､ロータリーと

いえばコロナゼロ．カーボンゼロ支援となるわけです。

大きすぎる話で何を支援していいのか分からないという

話も聞きますが、小さなことでもできることからやって
いってほしいと思います｡84クラブができたら、とてつ

もなく大きな支援になるはずです｡まだ実施していないク

ラブもあると思いますが､是非何か一つでもお願いしま

す。

｢あれから10年｣～東日本大震災を振り返る～1．

2021年3月11日で10年が経過した東日本大震災。

関連死も含め､約2万人の方々が命を落としました｡仙

台で葬儀業者を営むロータリー会員が､当時の状況をブ

ログで振り返りました｡震災で孤児となってしまった子ど

もたちを支えるために著者が立ち上げたNPOについて
も触れられています。

日本のロータリー100周年2

1921年4月1日､日本で第一号となる東京ロータリー

クラブが加盟認証されました｡日本へロータリーが拡大し

た経緯､第二次世界大戦による脱退と戦後の復帰､日本

人の国際ロータリー会長､日本で開催された国際大会､フ

ォトギャラリーなどを通して､日本のロータリー100年を

振り返ります。

3.津波が押し寄せたあの日～東日本大震災を振り返る

仙台市の南に位置する名取市の市長を務めていたロータ

リー会員による寄稿記事｡海岸の地域では避難場所の確

認や訓練が毎年行われていたものの､陸側では津波がく

ることはないという固定観念により被害が大きくなった

ことなどを振り返り､対策の大切さや復興について紹介

しています。

4.子ども食堂とともに歩むロータリークラブ

愛知県内の子ども食堂運営者のネットワークを支えるか

たちでロータリー地域社会共同隊を結成し､子ども食堂

も含む子どもたち八の支援を幅広く行っているロータリ

ー会員による寄稿記事｡今では全国に約5000ほど存

在する子ども食堂は､さまざまな状況下にある子どもた

ちをサポートしています。

5. 「ロータリー奉仕デー」地球環境保全グローバルプロ

ジェクト

今月の表紙は、地区大会RI会長代理四宮孝郎様です。

これからのロータリー活動の糧となるような大変素晴ら

しいお話をしていただきました。

今年度も残り半分となりました力文皆様の更なる飛躍
を祈念して新年の挨拶とさせていただきます

国際ロータリー第2760地区

2021-22年度ガバナー
安城ロータリークラブ所属沓名俊裕 国際ロータリー第2820地区(茨城県)の呼びかけに､世

界各地のロータリークラブが応え､それぞれの地域で海

岸､河川､湖沼を清掃するプロジェクトが行われました。

発起人となった同地区のガバナーによる寄稿記事｡最終

的に､世界各国から3万人を超える参加者が清掃活動を
行い､インパクトをもたらすことができました。

その他の記事は､こちらからご覧ください

https://rotaryblogja.org/

次回例会: 2022年2月8日（火) 12:30名古屋東急ホテル4F雅の間
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