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本日のこの例会をもちまして、退会させていただくこと

となりました。

八年間を思い返しますと、様々な貴重な体験をさせてい

ただきました。能力不足で間に合いませんでしたが、委

員長もいくつか務めさせていただきました。

社会奉仕委員長の時には、ちょうど今ぐらいの時期にな

りますと毎年思い出されるのですが､東山動植物園でア

ジサイの植樹を行いました。たしか渡邊会長の年度でし

た。右も左もわからないような新人会員でしたので準備

も大変でしたが、皆様に手取り足取り教えて頂きなが

ら、一般市民の方からも多くの参加をいただき、終わっ

てみれば非常に達成感がありました。

親睦委員長の時には、小山様のご指導の下、京都から芸

奏妓を招いてこの松楓閻で秋季家族会を行いました。御

夫人方もたくさんご参加いただき楽しい会となりまし

た。いろいろな思い出が去来して、お話が尽きませ

ん・ ・ ・。本当にいつの時にも、皆様にお力添えをいた

だき、多くのことを勉強させていただきました。

やっとロータリーの意義を掴みかけ、いよいよこれから

お役に立たなければいけない時期に差し掛かったとこ

ろで、退会していきますのは申し訳なくも存じますが、

一旦、失礼いたします。

また機会がめぐり、もう一度お世話になれることがござ

いました時には、どうか温かく迎えていただきたいと思

います。

八年間、本当にお世話になりました。

有難うございました。

本日の例会

第1818回2021年(令和3年)7月6日（火）

新会長幹事挨拶前年度皆出席者表彰

先回の例会…………………………………………･…

第1817回2021年(令和3年)6月22B(火）晴

最糸冬夜間ｲ列会

18:OO料亭松楓閤

◆奉仕の理想

◆ケスト紹介 1名

2020学年度米山記念奨学生邸紫雁様

（宮尾君ゲスト）

◆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 . RI会長からの世界中の□－タリアンに、コロナウィ

ルスに苦しむインドへの支援協力依頼があり当クラブ

からも寄付を致しました。この度、岡部ガバナーから

寄付の御礼と2760地区57クラブ総額5,862,600円

の寄付になったことの報告がございました。

’ 松岡幹事挨拶
＋退会の挨拶 碓氷美佳さん

名古屋千種□一タリークラフの幹

事就任へのご依頼をいただいたの

は、たまたま両親と旅行に行ってい

る最中で、最近□－タリークラブは

どうなんだ、と父と会話をしてい

た、まさにそんな時でした。

ロータリアンだった父は、おまえな

んかに幹事が務まるかぁ？と笑っ

貴重なお時間をいただき有難うご

ざいます。

まずは料亭松楓閨若女将として

申し上げます。毎年この最終例会、

そして1月新年例会を必ずこの松

楓閨で開催頂きましてまことに有

難うございます。

会員皆様のご厚情に深く感謝いたし□－タリーの友情、会員皆様のご厚情に深く感謝いたし

ます。

続きまして、名古屋千種□一タリークラブ会員としてご

挨拶申し上げます。

ていましたが､皆さまにご迷惑をかけないようにしっか

りやってこいと背中を押してくれました。

千種□－タリークラブには、私の行動と言動を心の底か

ら心配してくれる血のつながらない“父親（オヤジ）”

会長テーマ「不易流行』 本紙はilj'|"R"Milliしております



のような方がたくさんいらっしゃいまして、いろいろな

皆さまにご心配をお掛けしたこと、誠に申し訳なく思っ

ております。

今期は近い未来に行われる行事のことや役職のこと

など、いろいろと決めていかなくてはならないことが多

く、結構大変な一年でしたが、大谷会長、太田副会長の

リーダーシップの下、一つ一つを着実に決めていくこと

ができたのは私にとってはとても勉強になりました。

残念だったことは、コロナ禍での運営となった今期の

千種□－タリークラブの家族会は、秋季、舂季ともお食

事会。クリスマス会もお食事会のようなことになり、□

一タリークラブのパーティーを楽しみにしていたご家

族の皆様にも、お子様やお孫さんの笑顔を楽しみにして

いたメンバーの方々にも、本当に残念な思いをさせてし

まったと思っております。

最後に、この場をお借りして、皆々様方にお詫びを申

し上げて終わりたいと思います。

大変、申し訳ございませんでした。

＋乾杯 乾杯発声太田副会長

先ずは､本年度力強いリーダーシ

ップを発揮頂きました大谷会長

と､その大谷会長を陰に日向に支

えた松岡幹事に感謝申し上げま

す。

また､その大谷会長の思いを受け

て一年間､様ﾉﾏな事業を行ってい

皆様並びに会員の皆様、大変有難ただきました委員長の皆様並びに会員の皆様､大変有難

うございました。お疲れ様でした。

昨年､大谷丸が出向致しました時にはコロナの真った

だ中でありまして、どのような一年になりますか不安で

一杯の船出であったと記憶しておりますが、こうして無

事の帰港が出来ましたのも皆様お－人お－人のご協力

の賜物であったと思いますと共に、来年度に続きます足

立丸に対しましても、変わらぬご協力を頂きます事を改

めましてお願い致します。

それでは杯を掲げたいと存じます。

無事の帰港を致しました大谷丸を祝い、そして7月から

船出致します足立丸の無事の出向を祈念致しまして、
乾杯！

’大谷会長挨拶

皆様こんばんは。

本日は、お忙しい中、最終例会にご出

席いただきましてまして誠に有難う

ございました。

また、米山奨学生、郎紫雁さんにもお

越しいただきました｡菅難うございま

す。

次年度足立会長より花束を大谷会長へ
＝＝＝

－

さて、今日で会長という役目を終えるわけですが、一

年間この大役を果たすことができましたのは、松岡幹

事、各委員会の委員長の皆様、事務局の加藤さん、そし

て会員の皆様のご理解とご協力の賜物と感謝申し上げ

ます。有難うございました。

この－年間は、新型コロナウイルスで緊急事態宣言が

発令されたために、不本意でありましたが2月と5月の

例会を休会とさせていただきました。

また、春と秋の家族会は、例年バス旅行や譲劇を行って

いますが、秋はか茂免で、害は粛海風で食事会といたし

ました。年末会員家族懇親会は、いつもは100名を越え

る会員､家族の皆様で大変賑やかな会になっていました

が､今回は東急ホテルのご協力をいただいて感染予防対

策を行いながら人数を制限して大人の会として開催い

たしましたが､親睦委員長はじめ親睦委員の皆様には大

変ご苦労をおかけしました。

いずれにいたしましても、感染者を出すことなく無事

に一年間、千種□－タリーの活動。例会を行うことがで

きましたのは、皆様のご協力ご支援いただいたお陰と感

謝申し上げます。

現在、ワクチンの接種もかなり進んでいますが、来年
度こそは□一タリー活動が例年と同じように充実した

形でできますことを祈念してご挨拶といたします。

一年間本当に有難うございました。

黙認』鴬
松岡幹事へ次年度河合幹事より花束を

1年間お疲れ様でした

◇閉会挨拶足行会長エレクト

大谷会長、松岡幹事、一年間大変お疲れさまでした。

コロナ禍の影響で通常例会の開催の難しい判断や年間

行事等の中止や内容の大幅な変更・縮小など、計画通り

に行えず大変な一年でした。

しかし、そのような中でも会員が楽しく参加・活動がで

f〃 、しJ律 一ﾔｰ型凸 ~し.t､ ､ウーJP QfPJ･ もち ,LaLJ少 。f・ 直り今 、9" -ｻ. 亀？← 句シィヂ－J

懇親会／朝倉親睦委員長の進行により開催
今期は､アトラクションはなく食事会のみでの開催です



づ冬
きるよう工夫を凝らして楽しませていただきました。

また、各委員会の委員長をはじめ委員の皆様もお疲れさ

までした。

最後に、この一年間の様々な取り組を通して皆様に心か

ら感謝と敬意の気持ちを表し、今後の活躍に向けて「－

本締め」で締めさせていただきます。

一

、

ー

6月26日（土）国際□－タリー第2760地区の2020-21

年度地区役員・クラブ会長懇談会が名鉄グランドホテ

ルにて開催され、各表彰や感謝状の贈呈、ガバナー旗の

引継ぎ等が行われました。

・今期の各表彰については以下の通りです

国際ロータリー表彰〆
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意義ある奉仕賞（5ｸﾗﾌ）
小牧ロータリークラブ

名古屋大須ロータリークラブ

名古屋栄ロータリークラブ

岡崎東ロータリークラブ
知立ロータリークラブ
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池森由幸

今年度はあまりご協力出来なくて申し訳ありませ

んでした。

宮尾紘司

大谷さん松岡さんお疲れさまでした。

鈴木聖三

大谷会長松岡幹事、コロナ禍でのご雷闘大変お疲

れ様でした。感謝します。ありがとう。

碓氷美佳

大谷会長松岡幹事、 1年間お疲れ様でした。

本年も、最終例会を松楓閤にて開催いただき感謝い

たします。そして会員みなさま、8年間本当にお世

話になりました。ありがとうございました。

渡邊源市

大谷さん松岡さん1年間ありがとうございました

足立一郎 朝倉寿宜 福井浩道

長谷川亨 林 永芳 伊藤健文

河合隆史 小山雅弘 松岡多加倫

太田和孝 大谷 恩 笹野義春

重見有美 舎人経昭

大谷会長、松岡幹事、 1年間お疲れ様でした。

20件|合計96,000円’

地区表彰〆

ガバナー特別賞

＝有意義な事業部門= (11クラブ※重複あり）
半田南ロータリークラブ
名古屋みなとロータリークラブ

名古屋中ロータリークラブ

名古屋大須ロータリークラブ

名古屋名駅ロータリークラブ

中部名古屋みらいロータリークラブ

名古屋北ロータリークラブ

名古屋守山ロータリークラブ

豊橋ロータリークラブ

岡崎東ロータリークラブ

豊田東ロータリークラブ

＝米山記念奨学部門＝ （7クラブ※重複あり）

一宮中央ロータリークラブ

名古屋名駅ロータリークラブ

名古屋北ロータリークラブ
豊川ロータリークラブ

田原ロータリークラブ

岡崎東ロータリークラブ
豊田中ロータリークラブ

2020-21年度ニコボックス総額3,150,270円
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7月例会内容のお知らせ

7月6日（火) 12:30東急ホテル3F錦の間

新会長幹事挨拶前年度皆出席者表彰

7月13日（火） 12:30 東急ホテル3F錦の間

クラブフォーラム／各委員会活動計画

7月20日（火）休会

7月27日（火） 12:30東急ホテル4F雅の間
友愛の日

クラブフォーラム／各委員会活動計画

例会終了後：第1回クラブアセンブリー

第'回理事会4階栄の間〃
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【ガバナー月信6月号より】

◆Governor'sMessaqe

6月は｢親睦活動月間｣です。
こんにちは｡2020－21年度ガバナー､名古屋北ロータ

リークラブ所属の岡部勢です。
いよいよ6月に入り､後はバーチャル台北国際大会､会長

懇談会､チャリテイーゴルフ大会などをこなして行くとこ
ろまできました｡皆様の｢ロータリーの友情｣に支えられて

何とかここまで到達できたことに深く感謝しています。

昨年1月のサンディエゴ国際協議会で｢ロータリーは機会
の扉を開く｣とのRIテーマが示され､ガバナーエレクトと

して準備を進め7月からガバナーとなったわけですが､今

年度最大のトピックは､やはり新型コロナです｡2月の横

浜港クルーズ船感染あたりから急に拡大し､当時の安倍
首相から声明が発せられるまでになりました。

RI理事会からも指針が出て急に､3月の会長エレクト研修

D お知らせ

ニ~ コポ可ケズ~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~



ちなみに前年度はペルー､フィリピン､タイ､ブラジルでし

た｡現在進行中です｡34地区の同期ガバナーにも協賛依

頼し､かなり大規模なものになりました｡メードインJA

PANの品質の良いフェースシールドが海外では大変必要

とされています｡非常に感謝されています。

Ⅷ､2760地区奉仕事業小冊子

地区公共イメージ向上委員会で小冊子を作成しました。

大規模地区でもあり｢隣のクラブは何をしているのか？」

さえ知らないロータリアンが多く､その解消を図りまし

た｡会員増強にも活用できます。

IX.ハイブリッド型地区大会･1M(西三河､東三河)･クラブ

例会

X.地区大会ガバナー特別企画

米国のマーク･D･マローニー直前RI会長との国際交信

によるZoom鼎談(私､伊藤靖祐直前ガバナーと)をビデ

オにして素晴らしいオンライセッションビデオが出来まし

た。

X1．66クラブの地区補助金プロジェクト

ガバナーエレクトの時から呼びかけたところ､新型コロ

ナ禍にも関わらず多くのクラブが地区補助金プロジェクト

に参加してくれました｡名古屋北は｢いのちの電話｣｡名古

屋大須｢パラオとの交流｣､岡崎東｢子ども食堂セミナー｣。

半田｢ブータン八の医療支援｣などを実施｡その他､あま、

一宮､名古屋清須､稲沢､小牧など各クラブ多数ありま

す｡このほかにDDFのグローバル補助金活用事業でフェ

ースシールド以外にも財団奨学事業､地区国際奉仕でタイ

僻地に3か国4地区合同でICU設備を寄贈する事業も実

現の運びとなりました(タイ3360地区とのZoom会議

活用)。

セミナー(PETS)は延期の上DVDによる開催｡そして2

回延期した地区研修･協議会は初めてのYoutube対応。

そして迎えた7月新年度｡東京オリンピックは延期され4

度の緊急事態宣言やまん延防止措置に見舞われました。

RI2760地区は日本最大地区でもあり､多くの奉仕事業

を行っています｡そのなかで新型コロナ禍によって出来
なかったことは

1.青少年交換事業。

2.WFF(ワールドフード＆ふれあいフェスタ)名古屋栄

に7，8万人が集まる食と国際交流の大規模イベント。

収益金はポリオ根絶､国際奉仕へ。

3.台北･国際大会(バーチャルに変更)。

4.国際奉仕事業。

5.地区内クラブ例会など。

例会､周年事業が続々中止､延期。

6.米山奨学生とロータリアンの交流バスツアー。

これらに加えて､クラブ会長､幹事さんたちのモチベー

ションダウンも懸念されました｡そこで私は､地区方針｢行

動するロータリアン1世界で何かよいことをしようTOG

ETHER! 」を地区委員会や公式訪問で説明し､新型コロ

ナ禍を乗り越えての例会積極開催や奉仕事業の実施を呼

びかけて回りました｡その結果､以下の事柄が実現しまし

た。

I.｢RAC－1｣､｢緑の散歩道プロジェクト」

口一ターアクターのファンドレイジング能力の向上､ロー

タリアンとの共同奉仕を図りました｡具体的には漫才のM

－1に似た企画コンテスト｢RAC-1｣を行い9つのロータ

ーアクトクラブがアイデアを出し､最優秀賞に国道側道緑

化プロジェクト｢緑の散歩道プロジェクト｣が選ばれ秋に実

施されました。

Ⅱ.2760地区テレビジョン

FACEBOOKとYoutubeを活用してテレビ番組スタイ

ルで､地区情報を1月から6月まで発信することにしまし

た｡好評です。

Ⅲ.子ども食堂事業

今年度最も伸びた事業です｡これには名古屋名東ロータ

リークラブRCCやロータリアン有志が協力｡地区としても

取り組んで｢この豊かなはずの時代に食べられない子供

があってはならない｣ということで社会福祉協議会など

とも協力体制が進んでいます｡マスコミにも多く取り上げ

られました。

Ⅳ.名古屋東山新ロータリー衛星クラブ

会員増強に革新的なクラブ､ということで当地区に初め

て衛星クラブが出来ました｡若い方やサラリーマンの方も

気軽に入会できるクラブです。

V・オンライン会議･セミナー･例会

Zoom､Youtube活用によるオンライン会議､セミナー

などを活発に行いました｡クラブにはハイブリッド型例会

を推奨し､急速に普及しています。

Ⅵ.クラブ活性化セミナー､ポリオマスク

財団､公共イメージ向上､会員増強｡これらは三位一体

で相互に関連しますのでそれを活かしたセミナーです｡ま

た､財団が10月24日のポリオデーに合わせて作りました

がポリオマスクを5000枚作り全て購入してもらえまし

た｡全額ポリオに寄付されます。

Ⅶ､フェースシールド海外寄贈プロジェクト

前年度からの継続ですが､今年度は海外3か国インドネ
シア･パキスタン･ネパールに贈るものです。

このように､新型コロナ禍は時代の大きな脅威となりま

したが､皆様の創意工夫とリーダーシップにより｢機会の

扉｣を多くの人々に開くことが出来ました｡会員数|こつい

ても6月末が気になりますが､未だに日本最大の地区を

維持しています。

ロータリークラブの創始者ポール･ハリスは｢変化の時代

に革命的になるべし！」

｢ロータリーが私たちにとって何を意味するにせよ､世界

は､その業績によってロータリーを知るのです｣と申され

ました｡今後も世界で何かよいことを多くできるように、

努力を積み重ねてまいりたいと思います。

最後になりますが､2007年国際協議会でW･ウイルキ

ンソンRI会長工レクトが地区ガバナーエレクト達に贈った

フランスの詩人ステフアン･グレレ(1773-1855)の詩を紹

介して締めくくりといたします。

｢この人生はたった－度限りの旅だと思うから､私にでき

るよいこと､私が友にしてあげられる親切なら､どんなこ

とでも､今させてください｡再び引き返してくることがな

いのなら､先延ばしたり、なおざりにしたくはないので

す｣。

これまでの地区ロータリアンの皆様の御支援･御協力に心

より感謝いたします。

国際ロータリー第2760地区2020-21年度ガバナー

名古屋北口一夕リークラブ所属 閏郡謬

次回例会: 2021年(令和3年) 7月13日（火) 12:30 名古屋東急ホテル3F錦の間

クラブフォーラム各委員会事業計画


