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第1843回2022年(令和4年)2月15B(火）

休会 定款第7条第1節(d)(3)

第1842回2022年(令和4年)2月8日（火）

休会定款第7条第1節(d)(3)

第1841回2022年(令和4年)2月1日（火）

休会定款第7条第1節(d)(3)

◇ガバナー公式訪問例会

◆点鐘

◆国家“君が代”

◆ロータリーソング“奉仕の理想”

◆来訪者紹介

RI第2760地区ガバナー 沓名俊裕氏（安城RC)

RI第2760地区地区幹事 細井英治氏（安城RC)

RI第2760地区地区事務長本間郁子氏（安城RC)

◆出席報告

正会員 31（24）名出席16名

出席率 66．67％..….……..………………~“以前の例会 ．..….…………………………．

第1840回2022年(令和4年) 1月24B(月）晴

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

名古屋東急ホテル3階ﾊﾛｯｸの間

名古屋東RC会長挨拶

渡洋一会長ご欠席のため心佐治勝副会長が会長挨拶代読

佐治勝副会長

皆様あけましておめでとうござい

ます。今年もよろしくお願いいた

します。

やっとの思いで、3RC合同ガバナ

ー公式訪問例会が開催されました。

秋から年末までおとなしくしてい

可
’

◇会長幹事懇談会 11 ：30～12: 10

3階「葵の間」

沓名俊裕ガバナー､細井英治地区幹事､本間地区事務長

名古屋東RC佐治副会長､石田幹事､名古屋昭和RC寺

野会長エレクト､松井幹事､当クラブ足立会長､河合幹事

が出席して会長幹事懇談会が開催されました。

てくれたコロナウイルスが、オミクロン株に変異してか

ら今までの2倍3倍の速さで感染数を増やしております。

会員の皆様におかれましては、 ‐'一分な対策をなさって、

気を付けていただけたらと思います。

この合同例会の開催前に会長・幹事懇談会にて、当ク

ラブでは、世代交代の元となる若者を育てるべき活動と

して、名経大市邨学園のご協力により新しいインターア

クトクラブが発足された事、桜花学園大学･名古屋短期

大学ローターアクトクラブが発足された事、会員の高齢

化とコロナ禍のおいて急激に会員数が減少したので､会

員の皆様に協力いただき本年度8名の新会員を迎える事

が出来たこと等をご報告させていただきました。

当クラブの創立が私の誕生年と同じで今年創立63年

になります。長い間お世話になったホテルナゴヤキャッ

スルに新築の時から例会を開催し、今では建て言えとな

り名古屋観光ホテルにてお世話になっております。名古

屋の老舗ホテルを新築の時から老朽化による取り壊し

迄ずっとお付き合いできる□一タリークラブの継続力

に敬服いたします。

建て替えが終わったら又、次の建て替え迄ずっとお付き

合いして行く事になり継続していく事と思います。
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これからも3□一タリークラブが助け合い継続していけ

るよう、頑張っていきたく存じます。

最後になりましたが､小坂会長をはじめとする名古屋

昭和□一タリークラブの皆様､感染対策等を含め大変な

設営ありがとうございます。

心より感謝いたします。

皆様ご存知のように、新型コロナウイルスの急増によ

り、 1月23日より2月13日まで、まん延防止等重点措置

が東海3県にも発令されました。今回は、コロナ対策と

してスペースを広くとって、できるだけ対応したつもり

でございます。今までコロナ禍の中でいろいろなイベン

トが中止になりましたが、昨年の秋の懇親会、クリスマ

ス会は開催することができました。しかしながら、今年

に入ってオミクロン株の増加により、なかなか思い還り

に実施することはできません。私はこんな状況の中、会

員増強､退会防止が重要な課題になると考えております。

創立時には65名でしたが､現在1名の新会員が入会され

49名でございます。この3年間をみると、徐々に減少し

ている傾向が見えます。本当に厳しい状況ですが、頑張

っていきたいと思います。本年度の大きなイベントとし

て、今年5月に創立30周年を迎えます。せっかくの記念

で是非実行したいのですが、できるかどうかは、すべて

コロナにかかっております。

話は変わりますが、3クラブがこのように一堂に会す

る事は滅多にございません。今回を良い機会ととらえ、

積極的に交流していろいろな情報交換をしながら、3ク

ラブ合同で□－タリアンとして地域に貢献できればと

思っております。

残り半年になってしまいましたが、これからも沓名ガバ

ナーのご指導のもと活動をしていきたいと思っており

ますので、よろしくお崖い申し上げて、私の挨拶とさせ

ていただきます。

｜ 名古屋千種RC会長挨拶
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足立一郎会長

皆様、こんにちは。名古屋千種□－

タリークラブの足立でございます。

本日は､大変なコロナ禍の中、合同

例会を設営いただきました名古屋

昭和ロータリークラブの小坂会長

をはじめ、ご担当の皆様には心よ

り感謝申し上げます。

今年度の本クラブの活動方針は､新型コロナウイルス

がもたらした新しい時代に向け、残すべきは残し、新し

いものを取り入れるガバナー方針、またRI会長方針に則

り「親睦を深め奉仕の輪を広げ楽しく充実した□ータリ

ーライフを」としたテーマのもと活動しております。国

際奉仕活動は､今日まで25年継続してきた｢キヤンヘル

ブタイランド」を通じてタイの学生に奨学金及び教育資

材の提供を継続しております。社会奉仕活動は、地域へ

の貢献としては足掛け8年に渡る東山植物園に対するパ

ラグアイオニバス種子の寄贈及び育成支援を行ってお

ります。また新たな活動として地域小学校の児童たちと

一緒に花苗の植え付け作業や子ども食堂運営団体への

食材及び運営費の寄付をスタートし千種区．昭和区の子

供支援にも力を入れ始めています。

名古屋千種□一タリークラブは、名古屋東口－タリー

クラブをスポンサークラブとして1982年に創立された

クラブで、来年度は、クラブ創立40周年を迎えます。

また、 l.M.のホストクラブを務めさせていただきます。

各実行委曼会を立ち上げ準備をしているところでござ

います。

最後に、今後新型コロナウイルスの影響で活動などが

制限され、まだまだ不透明ではありますが、コロナ禍で

出来る活動を進めてまいりたいと思います。

以上で会長の挨拶とさせて頂きます｡有難うございまし

た。
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鴫 ｝講話第2760地区沓名俊裕ガバナー

勘’ まん延防止等重点措置が発令され

ましたが、こうしてリアルな形で

公式訪問を開催できますこと、私

としては本当に嬉しく思っており

ます。ありがとうございます。

先程、例会前に会長幹事懇談会を

開催させていただきました。

3クラブとも､クラブの特徴が出て

おり、ますます良いクラブにしようという意気込みが伝

わってきまして嬉しく思った次第です。

2021-22年度RI会長テーマ

奉仕しようみんなの人生を豊かにするために

シェカール・メータRI会長は、

インド、西ベンガルリ'l'lの出臺で

ございます。

また、この1月20日に次年度の

ジェニファー・ジョーンズRI会

長が、来年のRIテーマを

’ ’名古屋昭和RC会長挨拶

小坂達也会長がご欠席のため､寺野哲也会長エレクトが

会長挨拶代読

寺野哲也会長エレクト

本日は、沓名ガバナー並びに細井

地区幹事、本間地区事務長にお越

しいただき、3クラブ合同ガバナー

公式訪問例会を開催できる事に心

から感謝申し上げる次第でござい

一タリークラブ、千種□一夕リーク

SERVETOEHANGELIVES Psﾉﾐ･ﾉ、 ／1，－1~vJ'､Iノ 、~己

「イマジンロータリー」と発表

されました。この時期、本年度の事業から次年度への引

継ぎがあり、このような流れというものを□－タリーで

は汲みながらやっていくべきと考えております。

次年度のテーマと、今年度のテーマを踏まえてみても、

やはりRI会長は変わっても流れというものはあります

ので、流れに沿った地区方針を今年は実行していると感

じた次第です。
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１

１

ます。そして、東ロータリークラブ、千種□一タリーク

ラブの皆様をお迎えする事ができ、誠にありがたく存じ
ます。ホストクラブを代表して厚く御礼申し上げます。



ダーウィン『進化論｣より
今年度の地区方針・行動方針として

>RI第2760地区地区方針 ／ 、
最も強いものが生き残るのではなく‘

最も賢いものが生き延びるのでもない。

唯一生き残ることができるのは、

変化できるものである。

、 ノ

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～

「人類の危機を救うロータリーになろう！」

と掲げさせていただきました。

このテーマで取り組んででいける□－タリーは、かなり

様々な所でインパクトを与えることができると感じた

次第です。

。コロナゼロ。カーボンゼロ支援

2つの世界的危機

～新型コロナウィルス感染爆発・地球温暖化問題～

6月を目途にwithコロナと言える時代に来てほしいな

というのが私の見解です。このコロナによって、新しい

時代のものも作ってくれました。特にに大きかったもの

はデジタル化。人と接触しないということが非常に大き

な出来事だろうと思います。

そして、環境問題について、

CO2排出による地球温暖化､今からこれに取り組まなけ

ればならない。2050年にカーボンゼロ、いわゆるカー

ボンニュートラルというところまで持っていくという

ことを日本の国も言っております。皆さんの意識を高め

ること、皆さんの努力がなければ数字を減らすことは難

しいと思っております。各企業、各個人でどういった取

り組みができるか考えなければいけない問題だろうと

思っております。

～コロナゼロ．カーボンゼロ支援～

「人類の危機を救う□－タリーになろう！」

''Weareone''

2760地区全会員の人たちが一つのこと

をきちんとやれば意識を高めることが出

来る、そんな思いを持ってゼロバッジを

作らせていただきました。

大きなインパクトを□－タリーから発信

させていきたい。
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－今だからチェンジできる一

時代は川の流れ

四つのテスト

親睦・職業奉仕が基本

＆冬豊

戦畿

オイルショック国際ロータリーの戦藷計画
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バブル龍壊
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リーマンショック

東日本大震災

現在

新型コロナ感染間誕

地球温暖化悶題

新しいロータリー．新しい詩代

｜ 新時代への成長に I

3．会員の基盤を広げよう＝目標5,000名

（36人/クラブ6％）

どうしたら新しい人たちが、魅力あるロータリークラ

ブに入ってもらえるようになるのか。そのために一人
一人が声を掛けていただきたい。

同時に退会防止に、高齢会員、入会3年未満の新会員

の人たちにもあたたかい声をかけていただきたい。

4．ロータリー奉仕デー

テーマ： 「コロナゼロ．カーボンゼロ支援」で統一した

事業をしていただきたい。

◆ワールドフード+ふれ愛フェスタ

2022年4月23B(土)24B(日）にエンゼル広場．

エディオン久屋広場にて開催いたします。

①テーマ「ゼロミッション」
～コロナゼロ・ポリオゼロ～

②□一タリー奉仕デー・カーボンゼロ植樹
平和公園で西・東名古屋分区の26クラブ合同で開催

いたしますのでよろしくお願いいたします。

>RI第2760地区行動方針

1．クラブの発展なくして、ロータリーの発展なし

84クラブがより元気になるために応援します

地域に貢献度の高いクラブになりましょう

84クラブと地区が一丸となって行動を起こし“内外に
存在感”を示そう

2．チェンジロータリー ロータリーファミリーとの連携を強化しよう

若い力でロータリーの活性化

□－タリー賞、ガバナー特別賞へチャレンジしよう

国際大会へ参加しよう

2022年6月4日～8日ヒューストン国際大会

コロナが収束して国際大会に参加したいと思っており

ます｡参加できない方にも雰囲気を味わっていただきた

く、 “ヒューストン国際大会ゴルフinJAPAN''という

ものを5月17日・18日に､南愛知カントリークラブにて

計画しておりますので、ゴルフ好きの方におかれまして

は是非ご参加をお願いしたい。雰囲気だけはヒュースト

ンでございます。よろしくお願いいたします。
最後になりますが、ゼロバッジを常時言用していただ

、

』
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◆1905年ロータリークラブ発足〈ｼｶｺ）

◆1920年日本初のロータリークラブ設立（東京ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌ）

ロータリークラブはステータスロ－

･親睦

･例会
･－業種一社(異業種交流）
･職業を通して社会奉仕
心lserve(職業人の蕊まり）

心

一

一

拶

一
畢
密
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現在I I二~二一三 の…画つめ夢ｽトーーニ

唖 摩 ’ I
溌業人として

メリットあるクラブづくり

篭5噂暖華事f準蕊礎鷺
・超義の庫仕

墨を上く奉仕畳する者_饗も多く徳いられる



ジョーンズ氏は､ロータリーの力とつながりを生かした自身の体

験を紹介しました｡昨年､アフガニスタンからの米軍撤退が進む
中､－人の会員から､ある若いアフガニスタン人の平和活動家を
国外退避させるために力を貸してほしいと頼まれました｡最初は
どうしてよいかわからなかったものの､「ロータリーの不思議な

力(magicofRotary)｣を頼りに､数年前に出会った元ロータ
リー平和フェローに連絡｡1日も経たないうちに､その活動家は
退避者リストに加えられ､間もなくヨーロッパ行きの飛行機に乗
ることができました。

き、□－タリーの宣伝、そして人類の危機を救う□一タ

リーとして、少しでも意識を高めていきたいと思います。

東･千種･昭和3口－タリークラブのますますのご発展、

メンバーの皆様のご健勝ご活躍をご祈念申し上げまし

て、ガバナー卓話を終了させていただきます。
本日はどうもありがとうございました。

I ’ ■■●｡●●G●G●｡●串●｡●●●●■

果たしがいのある責任を会員が担えるように

会員の積極的な参加を促すために､ロータリーには｢適応と改
革｣が必要だとジョーンズ氏は述べ､例として自身が住む町につ
いて語りました｡ウィンザー市はかつて､カナダの自動車産業の
中心地でしたが､工場の閉鎖により数千人が職を失い､市は改革
を迫られました｡自動車工場が新しい部品やモデルを開発する
のと同じように､同市は改革を実施｡その結果､現在は農業関連
産業と､医療や宇宙航空の技術をリードする都市となりました。

｢□一夕リーでの私たちの中心的な役割は､各会員の参加を促す

ための適切な"部品"を見つけること｣とジョーンズ氏｡｢詰まると
ころ､大切なのは会員にとっての心地よさと配慮です」

積極的な参加こそが会員の維持にとって重要であり､会員がロ
ータリーに何を期待するかを尋ねた上で､果たしがいのある責任

を会員に与えることが必要だとジョーンズ氏は述べます。

｢ロータリーでの参加型の奉仕､人間的成長､リーダーシップ開
発､生涯にわたる友情こそが､目的意識と熱意を生み出します」

変化を受け入れることは､新しいクラブのモデルを受け入れるこ

と､と語るジョーンズ氏は､次年度に革新的なクラブまたは活動

分野に基づくクラブを少なくとも二つ設立することを次期ガバ
ナーに求めました｡｢クラブとロータリーでの体験に満足してもら
えるように､会員が積極的に参加できるようにしましよう」

さらに､ローターアクト会員1名をロータリー公共イメージコーデ

ィネーターとして任命したこと､また､複数のローターアクターを

委員会委員と会長代理として起用したことを発表しました。

●●

福井浩道

子供の学校がコロナで休校となり、妻のストレスが溜

まっています。

松岡多加倫

またまたコロナでまん延防止です。私のお店も休業さ

せていただいておりますが、この世の中が今後どうな

っていくのか、本当に不安になります。

今回のオミクロン株と今までのインフルエンザと一

体どれ程の“風邪”としての違いがあるのか、経済の

事を思うと、政府の判断が正しいのかどうか、皆様は

どうお考えでしょうか？

朝倉寿宜 長谷川亨 林 永芳

伊藤健文 河合隆史 中村明文

太田和孝 大谷 恩 笹野義春

鈴木聖三 谷口 優 舎人経昭

14件|合計29,000円’
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◆2022－23年度のRI会長テーマが発表されました

ウィンザー･ローズランド･ロータリークラブ(カナダ･オンタリオ

州)会員であるジエニファー･ジヨーンズ国際ロータリー会長工レ
クトは､1月20日､次年度の地区ガバナーに向けた講演をオンラ

インでライブ配信し、

2022-23年度の会長テーマ｢イマジンロータリー｣を発

表しました。
ジヨーンズ氏は講演の中で､世界にもたらせる変化を想像して大

きな夢を描き､その実現のために□－タリーの力とつながりを生
かすよう呼びかけました。

｢私たちは､この素晴らしい組織のリーダーとしての役割を委ね

られました｣とジョーンズ氏｡｢私たちは今､果敢に､目的意識をも

って行動し､リーダーシップを発揮できるかどうかが問われてい
ます」

2023年までにロータリー会員基盤の30%を女性にするという

RI理事会の目標達成のタイムリミットが迫っていることにも触

れ､110カ国以上で既にこの目標が達成されてはいるものの､ま
だ先は長い､とジョーンズ氏は言います｡また､ローターアクトで
は既に会員全体の50%以上が女性であることを指摘しました。

ジョーンズ氏は､ロータリーがインパクトをもたらしている世界各

地の活動を訪問する計画を立てています｡この訪問では､世界の
切迫した課題への取り組みで協力する方法について､各地のリ
ーダーと協議することも予定されています｡｢□－タリーは､つな
がりを生かして協力関係を深め､新たなパートナーシップを構築
していく必要がある｣とジョーンズ氏｡｢ロータリーでは､それをあ
らゆるレベルで行うことができます」

｢私たちには皆､夢があります｡しかし､そのために行動するかど

うかを決めるのは私たちです｣｡こう述べたジョーンズ氏は､ロー
タリーのような団体がポリオの根絶や平和の実現といった大き

な夢を抱くなら､｢それを実現させる責任は自分たちにある｣と

語り､次のように締めくくりました。｢昨日のことをイマジン(想
像)する人はいません｡それは未来を描くことです」

●

●

想像してください、

私たちがベストを尽く

せる世界を。

私たちは毎朝目覚める

とき､その世界に変化
をもたらせると知って

います。■ ■

IMAGINE

ROTARY
RI会長工レクト

ジTニファー･ジョーンズ

一

畳
●

●

鯵
イマジン
ロータリーRotary

次回例会予定: 2022年3月1日（火) 12:30名古屋東急ホテル3F錦の間

イ昼E曼且哉苣二言美章ラ

ﾐﾐ拳:鼻郵ﾎ守勿ｽ


