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今日の例会~、

第1798回2021年（令和3年) 1月12B(火）

新年夜間例会料亭松楓間

大谷会長挨拶
ー－－－－－恥一強

会(インターハイ)、 1946年に第一回大会が開催され、

毎年秋に行われる国民体育大会の本大会が中止になり

ました。特に高校三年生にとってはこれらの大会が三年

間の集大成になるはずでしたが､ !|毎やんでも悔やみきれ

ない形になってしまいました。

しかし、プロ野球やJリーグなどが再開されるように

なると、年末年始に行われる高校三年生が出場できるス

ポーツの全国大会が開催される方向に進みだしました。

その結果、サッカー、バレーボール、ラグビー、バスケ

ットボール､駅伝などの全国大会が実施されることにな

りました。

全国高等学校サッカー選手権大会。2020年12月31

日から始まり2021年1月11日に決勝戦が行われます。

出場チームの応援団のみが観戦でき、愛知県代表は東海

学園高校です。

全日本バレーボール高等学校選手権大会(害の高校バ

レー)｡2021年1月5日から始まり、 1月10日が決勝戦。

無観客でチケット販売はなし。男子は三城高校、女子は

誠心高校。

第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会。

2020年12月27日から、2021年1月9日決勝、無観客

で実施。 100回記念大会のため2校が出場します。第一

代表は中部大舂日丘高校、第二代表は西陵高校。
全国高等学校バスケットボール選手権大会(ウインタ

ーカップ)｡ 2021年12月23日から始まり、 12月28B

女子決勝、 12月29日男子決勝。 12月27日から29日ま

での三日間のみ一般観客の来場を受け入れます。男子は

中部第一高校、桜丘高校、女子は桜花学園高校、安城学

園高校が出場します｡今回はインターハイがなかったた
めシード校はなく、組合せはフリー抽選で実施されまし

た。そのため昨年のウインターカップベスト4のチーム

すべてが左側ブロックに集中し､偏った組み合わせにな

った印象です。決勝戦が12月28日月曜日12時よりBS

朝日で放送されますので、是非ご覧ください。応援よろ

しくお願いします。
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…………………………………･……･“先回の例会

第1797回2020年(令和2年) 12月22B(火) 12

友雲雪の日

◆それでこそ□一タリー

◆四つのテスト

●ゲスト紹介 1名

米山奨学生郎紫雁さん

◆出席報告

正会員 35(28)名出席22名

出席率 78－57％

松岡幹事報告

1）本日配布案内：①1月の例会案内②クラブアセン

ブリーのご案内（理事役員委員長）

2）本日例会終了後理事役員会を開催いたします。

理事役員の皆さまは3F梅の間へお集まりください

3）次週29日は休会。次回例会は1月12B18:00

より松楓閨にて新年夜間例会です。

> 1月の例会内容のご案内

1月 5日（火）休会

1月12日（火) 18:00料亭松楓閣

◎新年夜間例会

1月19日（火) 12:30名古屋東急ホテル3F錦の間

◎友愛の日

例会後13:40～理事役員会ルネッサンス

1月26日（火） 18:00料亭松楓閣

◎節分例会

会長テーマ『不易流行』 傘紙はilj化紙を似jllしておりま-すs



●名古屋東急ホテルさんへクラブより年末謝礼 由だと思う事もたくさんありましたが､ルールを学んで

ちゃんとルールを守る、このことが社会人としての基本

だとアルバイトの経験を通して学びました。
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☆会員 林永若君鐸

いつもありがとうございます
甲西

蕊
山手通本店、新瑞橋店、末盛店の3店舗がありました。

ただ､社長になってみると、トップとセカンドの場所は、

まるで違う風景でした。毎日、決定に追われていました

が、決定できないことや決断できない場面が多くあり、

けつこう苦しんでいました。そんな時に若村患風先生と

言う、感性を人間の本質とする哲学の創始者の方に出会

いました。

その当時の私の課題は、 「私は会社をどうしたいのか」

という問いの答えを探すことでした。その答えをもたな

いとあらゆる決定があいまいになります。それは行く先

が決定されていないからです。

会社の行き先を決めるのが社長として、最初のしごとな

のだということもその頃に学びました。悶々とした生活

を長らく続けていたのですが､その先生の哲学を学ぶこ

とで､ひとつの答えにたどり言くことができ､それ以後、

比較的に楽に仕事をすることができるようになりまし

た。

その先生の代表的な詩があるのですが、この詩がけつこ

う私の覚悟に関わっているような気がしますので、今日、

皆さんにご披露したいと思います。少し、過激な詩かも

しれません。では、

生きるとは

人間において生きるとは、

ただ単に生きながらえることではない。

人間において生きるとは､何のためにこの命を使うか

この命をどう生かすかということである。

命を生かすとは､なにかに命をかけるということである。

だから､生きるとは､命をかけるということだ。

命の最高の喜びは、

命をかけても惜しくないほどの対象と出会うことにある。

そのときこそ､命は最も充実した生の喜びを味わい、

激しくも美しく燃え上がるのである。

君は何に命をかけるか。

君は何のためになら死ぬことができるか。

この問いに答えることが､生きるということであり、

この問いに答えることが､人生である。

私は、その時に、命をかけるというところまでは及びま

せんが、中華料理を生涯の仕事としようと決めました。
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米山功労者表彰
－ －3皇g強め■ 心 ロ句I

第8回米山功労者加藤重雄君累計855,000円

第7回米山功労者宮尾紘司君累計700,000円

第1回米山功労者渡邊源市君累計105,000円

第22回米山功労クラブ

（特別寄付累計が100万円を超える毎に表彰）

米山記念奨学会特別個人寄付米山功労者への感謝状

および第22回米山功労クラブ表彰

小山米山奨学委員長より／

10月の米山月間には、26名の会員の方にご寄付をいた

だきました。今期目標額525,000円に対し605,000円

のご寄付を頂き、誠にありがとうございました。皆様の

ご協力に感謝申し上げます。

必.-い,今.や-●.●.令字..÷．●.●.÷.●←今.4．今.●.秘.÷.÷.今.4.寺.÷.●．

今米山記念奨学生邸紫雁さんへ12月分奨学金授与

＞ ズどーチ

先週は会員家族懇親会で楽しい時間を過ごしました。

抽選会ではケンタッキーカードが当たり、とても嬉しか

ったです。日本に来て最初にアルバイトをしたのがケン

タッキーでしたので、とても懐かしく、久しぶりにバイ

トの友達に会いに行ってみようと思います。アルバイト

先は、学校に近かったので、同じ大学の方が多く、とて

も留学生が働きやすい環境でした。1年で一番忙しいク

リスマスに職場の皆一つのチームになって頑張ったこ

とも良い経験になりました。ほか、栄の無印でもアルバ

イトをしました。マナーがいっぱいあって、最初は不自



生涯をかけて、なにか中華料理の業界に足跡をのこせれ

ば、うれしいなと思って、いまでも仕事を続けておりま

す。以上です。

'第6回理事役員会議事録 ’12月22日

【承認報告事項】

1.25RC社会奉仕委員会「本会の意義･目的｣について

過日の25RC社会奉仕臨時委員長会議で今後の25RC

社会奉仕委員会存続の決定がなされましたが､継続にあ

たり規約の整備が必要であり､そのため標記について各

クラブからの意見を持ち寄ることになりました。

前委員長案を基に､1月の理事役員会までに各理事役員

より意見をだしていただき1月の理事会にて取り纏める。

継続審議

2. 1月26日(火)の節分例会の設営について

コロナ感染拡大防止の観点より､城山八幡宮よりオンライ

ンでの追灘式開催予定。

例会､食事は松楓閣にて開催いたします｡(食事は例年同

様お弁当で）

代表者(会長･幹事･職業奉仕委員長)のみ､祈祷のため

本殿にお越しいただき､他会員の皆さまは例会場の松楓

閣にて祈祷の様子をZOOMで見られるよう設営。

3.職業奉仕優良従業員表彰(2月2日例会）

鈴木聖三君の事業所より2名の推薦がありました。

4.大口弘和君より下期の休会届が届いております｡(コロ

ナ感染が一定程度収まるまでとのこと）

その他、

今年度､社会奉仕事業「優良職員表彰｣について､千種

警察署より､表彰の個人一人を選ぶことが難しいため､課

または係を表彰する形にしていただけないか､との申し出

がありました｡会長より､係の表彰でも構わない｡とのご意
見､理事役員承認。

☆会員 宮尾紘司君
一一一

今迄の人生で、後先考えず自分に賭

けた時が3回あります。

1回目／東京で就職が決まってい

たにも拘わらず、名古屋の会計事務

所に入って公認会計士を目指すと

決めた時。

東京の就職はゼミの教授の紹介で特別待遇でしたが､教

授に思いを話し､名古屋はこの事務所しか知らないとい

うクライアントに大企業が多い会計事務所を紹介して

もらいました。ちなみに待遇は東京の4分の1でした。

毎日毎日、藍杳藍杳でした。クライアントは自動車製

造、販売、工作機械、織機、フォークリフト、紡續、製

鋼、商社、百貨店、ホテル等々、多種多様で12年間は

アッという間でした。出張が多く、日本全国を巡る事が

できました。

2回目／顧客が1軒もないのに独立。

大企業の一部分のみ監査をしていても面白くない。責任

ばかり重くなって大変。という事で独立。半年間家計費

を入れる事ができず、退職金は住民税に全部消えた。以

来女房には頭が上がりません。監査法人での12年間の

経験が、その後どれだけ助けになったか･･･

3回目／今年の6月事務所を閉鎖。

年齢も今年で76才。夕方になると眼が疲れ数字が見づ

らい。パッと見て数字を記憶できなくなった。 ITの進化

についていけない。等々2年前に感じはじめ、2年前に6

月でリタイアを決意｡税務申告業務､監査業務から引退。

事務所を整理して返すのに、20日間、段ボール150箱

捨てた。これ以上年を取ったら事務所の整理も出来なか

ったので、早めに決断して良かったと思っている。

今は、会計を見るだけの、年をとって迷惑をかけると言

って断ろうとしても、迷惑がかかっても良いという団体

と、上場を目指している以前のクライアントの社外取締

役のみで、後は毎日を楽しんでいます。

轄峯冬奉冬峯上-な-永-峯糸‐峯ふさ-ふ

RotaⅣ霧I伽鰄錨く
4RI2760地区からのお知らせ

【2750伽デレと'ジヨンノ婚湊りま訂

2021年1月8日(金曜日)14:30～

国際ロータリー第2760地区｢2760地区テレビジョン」
がスタートします。1月から毎月配信の予定！

コロナの感染拡大に伴い､リアルな例会の開催を控えて
らっしやるクラブもあるかと思います。

数ヶ月前から準備を進めておりました｢2760地区テレ
ビジョン｣は､地区の皆さまに必要なメッセージを届ける

ため､本年1月から毎月配信の予定です。

1月は､岡部ガバナーの年頭のご挨拶、
そして､知立ロータリークラブの皆さまより3月の地区大

会のお話､また､ゲストに子ども食堂の活動に力を入れて

くださっている藤野直子さんにお越しいただく予定です！
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宮尾紘司／3分間スピーチ､お聞き苦しいかも知れ

ませんがヨロシク！良いお年をお迎え下さい。

鈴木聖三／本年難しい例会が続きましたが、皆様

のご協力でなんとかやってこれました。来年も宜しく

お願いします。

足立一郎 朝倉寿宜 萩原喜代子

長谷川亨 林 永芳 加藤重雄

河合隆史 小山雅弘 牧野登志子

松岡多加倫 太田和孝 大谷 恩

笹野義舂 重見有美 谷口 優

舎人経昭 渡邊源市

本日上期最終例会です。また新年元気でお会いしましょう

19件|合計41 ,000円｜
、 一一一一一一一一一一一一.Ⅱ......一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

配信先は、

2760地区ガバナー事務所のFacebookページ

https://www.facebook.com/Rid2760-2020-

21-%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A

%E3%83%BC%E4%BA%8B%E5%8B%99%E

6%89%80-103125867927540

ニコポ寺グズ



行うフェイスシールド寄贈事業が､フィリピン､ブラジル､マレーシ
ア､ペルーで実施､さらにインドネシア､パキスタン､ネパールへも

予定されています｡その他母子家庭などを支援する｢子ども食
堂｣プロジェクトに地区としても力を入れています｡この豊かなは
ずだった日本で食に困る子どもがあってはならないと思います。
こうした活動をよくご理解いただき､会員も増加傾向ですが、

今年は｢機会の扉｣をより大きく開けるよう､若い方々にも入会し
やすい衛星クラブの設立､ローターアクトクラブの充実にも取り
組みます｡親睦と友情､そして行動するロータリアン1今年も皆
様よろしくお願いいたします。

と､2760地区Youtubeチャンネル

https://www･youtube・com/channel/UCN4wS

BIeluqlHrPbyjhIwEQ

の2か所同時ライブ配信になります。

その時間に視聴いただけない方も､アーカイブ(録画)が

残りますので、

お好きな時に見ていただくことが可能です。

地区内のロータリアンの皆さま、

ぜひご覧いただけましたら幸いです。

(チャンネル登録もよろしくお願いいたします｡）

開催日:2021-01-08(金曜）
開始時間：14:30

さて､一月は職業奉仕月間です。

これまで職業奉仕では､シェルドンやコリンズなどの奉仕理念

及びそれに伴う解釈などが多く､クラブ事業でも会社訪問や優
良社員表彰などが主でした｡しかし､2016年のRI規定審議会で
｢そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てる
ために､クラブが開発したプロジェクトに応えること｣という文言
が追加されました｡また､ロータリー章典8．020には職業奉仕

月間に職業奉仕活動またはプロジェクトを提唱する､という項目
もあります｡今年度の職業奉仕委員長会議では､こうしたRIの動
きを反映し､職業奉仕プロジェクトを扱う｢外向き」職業奉仕の
紹介をしました｡また､当地区でも本多満地区ロータリー奉仕委

員長(名古屋東口一タリークラブ）の障害者雇用に関する､｢まさ
に職業奉仕プロジェクト！」という会社事例や福田ポリオ/VTT
委員長のVTT事業などが報告されました。ホルガー.クナーク
RI会長は奉仕プロジェクトによるクラブの活性化､会員増強を強
調されていますので、ちょうど良いタイミングだったと思います。
1905年にロータリークラブが創設され､その2年後の1907年
に､ポール･ハリスがシカゴ･ロータリークラブの会長に就任､シ

カゴの街に簡易トイレを寄贈してロータリーの奉仕が始まり､19

17年のアーチ・クランプによる財団創設で｢何かよいことをしよ

う！」を合言葉にロータリーの奉仕が進んできました｡私の地区
方針とも重なります｡しかし､まだ初期のころは､あまりうまくい
かないこともあったようです｡そこで、 「概念分野を分けてみた
ら？｣というアイデアが生まれ､1927年ベルギーのオステンド国
際大会で、それまでの一般奉仕概念が｢クラブ奉仕｣｢職業奉仕」
｢社会奉仕｣｢国際奉仕｣に分けられ､4大奉仕として歩み始めま
した。その中でも､職業奉仕は日本で□一夕リーの｢金看板｣とし
て多くの会員の支持を集めることになったのは周知の事実です。
ところで､国際□－タリー(RI)は2019年7月1日より職業奉仕

委員会(青少年奉仕委員会も)が社会奉仕委員会に統合すると

の通知を出しました(当地区では地区ロータリー奉仕委員会がこ
れを担いました)。これをもってRIは職業奉仕を軽視している、

職業奉仕は金看板ではなくなったと思われる方もいるようです。

しかし､RIの決定はあくまでも本部からの情報ルートの変更で、

RIの組織改変にともなうものであり、職業奉仕部門は健在です。

ちなみに､私がガバナー公式訪問で紹介したホルガー.クナーク

RI会による日本向けメッセージでも、日本の職業奉仕に大変高

い評価をされています｡親睦と職業奉仕がなければ□一夕リーは

発展しません。世界は現在の新型コロナ禍もあり､大きく変化し

ようとしています。 「今こそ□－タリアン! j□－タリーにおける

職業奉仕の益々の発展を願って止みません。
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l月は職業奉仕月間です

新年明けましておめでとうございます。
昨年来､新型コロナ禍が蔓延しており世界中が落ち着かない状
況にありますが､ロータリーの活動は確かに歩みを進めています。
本年度のRIテーマはRotaryOpensOpportunities｢ロー

タリーは機会の扉を開く｣｡また､地区方針は､｢行動する□一夕リ
アン!世界で何かよいことをしよう､TOGHETHER!」一ロータ

リークラブの奉仕が世界の平和につながってゆきます－です｡ロ

ータリーは親睦団体であるとともに､世界の平和を目指し奉仕を

する人達の団体でもあります｡ちなみに1945年の国際連合設

立時には世界から約50人のロータリアンが準備会の顧問､代議

員などになりました。

昨年10月に日本のロータリーは100周年を迎えましたが､そ
の活動は1923年関東大震災に際し､当時のガイ･ガンディカー
RI会長から多額の寄付が寄せられ､それ以来日本でも活発にな
ったと言われています｡その後､日本は豊かになり､世界に貢献

できる国になりました｡ロータリーの奉仕も遠く海外まで行える

ようになりました｡今年度は､ロータリーの最重点事業であるポ

リオ(小児麻痒)が8月にナイジェリアで根絶され､あとはパキス

タン､アフガニスタンを残すのみとなっています。

今年度2760地区では､クラブ既存プロジェクトに加え､新型コ
ロナ対策を含む65の地区補助金プロジエクトが稼働､海外プロ
ジェクトでは､フイリピンでの白内障治療支援､台湾では歯科疾

患治療及び口腔衛生指導が実施され､地区では他地区と共同で

◎最後にニュースです｡新年1月8日(金)14:30から
FacebookのLive配信機能(YouTubeも同時配信）を活用

して新企画｢2760地区テレビジョン(略称:地区テレビジ

ョン)｣を開始します｡新年挨拶とともに約'40分で地区の行事
などを紹介します。お楽しみに！

国際ロータリー第2760地区

2020-21年度ガバナー

名古屋北□－ﾀﾘｰｸﾗﾌ所属岡部勢

次回例会: 2021年(令和3年) 1月19B(火) 12:30 名古屋東急ホテル3F「錦の間」

友璽垂の日


