
本日のプログラム
2022 年７月 13 日 (水)

通算第 3012 回例会

本年度 第 2 回

場所 瀬戸商工会議所

例会次第

・開会点鐘

・「我等の生業」

・出席状況

・会長挨拶

・行事

・誕生日・結婚記念日祝福

・報告事項

・委員会報告/その他の報告

・卓話

社会奉仕委員長 高橋信郎君

プログラム委員長 刑部祐介君

「本年度の方針」
第３０１１回例会 会長挨拶 牧オサム君
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２０２２～２０２３ ＲＩ.２７６０地区

前回例会 記録
2022 年 7 月 6 日第 3011 回例会

・場所 瀬戸商工会議所

・出席報告 52 名 出席会員 44 名

当日出席率 84.61％

・行事

・バッジ交換【現次 会長幹事】

・３RC 会長よりご挨拶

・奨学金授与とご挨拶

ド・ティ・ホン・クエンさん

・ご本人誕生日

  加藤令吉君

・ご夫人誕生日

   水野和郎君ご夫人千鶴子様

・卓話

会長 牧オサム君

「会長所信表明」

幹事 加藤克己君

「年度のはじめに」

皆さんこんにちは。本日は瀬戸ロー

タリー第 3011 回の例会で、2022 年度

～2023 年度の第 1 回例会でありま

す。本年度の会長を務めさせていただ

きます。牧オサムです。よろしくお願い

致します。

始めにゲストとビジターを紹介させて

いただきます。

ゲストは 2022年度～2024年度の米

谷の奨学生ド・ティ・ホン・クエンさんで

す。グエンさんには後程奨学金授与と

挨拶をしていただきます。よろしくお願

い致します。

次にビジターとしてお越しいただい

た来訪ロータリーの皆様を紹介いたし

ます。

尾張旭ロータリークラブ会長 菊田利

昭君、幹事 熊澤 功君、瀬戸北ロー

タリークラブ会長 奥田 桂君、幹事

高坂和広君、愛知長久手ロータリーク

ラブ会長 神谷恵理さん、幹事 青山

和成君です。後程ご挨拶をお願い致

します。

まずもって鈴木政成前会長、松本哲

也前幹事 大変お疲れさまでした。コ

ロナ禍の大変な一年間でしたが、大変

ご尽力を頂き、かじ取りをして頂き感謝

いたします。本当にありがとうございま

した。

さて、第 1 回目の会長挨拶ですが、

たいへんな大役を 1年間もさせて頂

けるという事に、緊張と不安がいっ

ぱいです。あるパスト会長に、会長

挨拶は「すやくるなよ。次の例会まで

1 週間心して考えて話しなさい」と言

われました。ますますハードルが上

がりました。が、こころしてこの会長

にしかさせて頂けない大仕事にいの

っちぎり挑んでいこうと思っていま

す。数年前野田正治当時会長のあ

いさつを思い出しました。それは「つ

いに 7 月がやってきてしまった」とい

うものでした。今まさにその思いで

す。しっかり準備をしてきたつもりで

すが、一年間、メンバーの皆様の貴

重な時間を、いかに有用なものにで

きるか、それを僕にできるだろうか。

自問自答し、大いに考えました。皆

様におかれては「何を言っとるんじ

ゃ。何にも考えとらせんくせに」と思

われているでしょう。精一杯幹事を

はじめ仲間の協力を得ながら頑張っ

ていくつもりです。よろしくお願いし

たします。

後程卓話で会長方針を述べさせ

ていただきますので会長挨拶はこの

くらいにさせていただきます。

一年間どうぞよろしくお願い致しま

す。

例会予定
7 月 20 日（水）

休 会

7 月 29 日（金）
※7 月 27 日（水）の例会変更

親睦夜間例会

於：木曽路瀬戸店

8 月 3 日(水)
聖霊高等学校 平野瑠理様

「日本人の気質から考える

『絆』と『社会』」



卓 話 2022～2023 瀬戸ロータリークラブ 会報

会長 牧オサム君 「会長所信表明」

本年度初めての卓話に会長方針を述べさせていただきます。改めまし

て本年一年よろしくお願い致します。

世界が、目を覆いたくなる悲しみの戦火に怯え、新型コロナ感染症 の

収束もいまだ見られない難しい状況が続くという、数年前には思いもし

なかった時代に私たちは今生きています。初めてコロナが確認されて

からもう 2 年半が過ぎました。まさかこんなに長くコロナ禍の生活が続く

とは思いもよりませんでした。ウクライナへのロシアの進行は当地だけの

問題でなく世界中に大きな影響を及ぼしています。原油不足も穀物不

足も円安など一気に問題が噴出してきました。コロナで大打撃をこうむ

った経済に加えてロシアの進行は世界的に停滞を引き起こしておりその

中での日本の立ち位置を改めて確認しなければならないと思われま

す。

ロータリーにおいても例会、各種事業の変更・中止・縮小など、思うよ

うな活動ができない状況が続くものと思われ、本年もたいへん難しいク

ラブ運営をしなければならないと思われます。

政府はゼロコロナからウイズコロナ時代へと方針を進めていこうとし、少

しずつ緩和していこうとしています。それに伴い感染者の増加は想定内

で、経済重視かと思われましたが、ここにきて感染者増加の第 7 波が発

生し、またかとの思いがよぎります。

2022～2023 年度国際ロータリーのジェニファーE.ジョーンズ会長は「イ

マジン・ロータリー」をテーマに掲げられました。これは、「大きな夢を抱

き、行動を起こすとき、想像しましょう、 私たちがベストを尽くせる世界

を」を意味しています。また、RI2760 地区篭橋美久ガバナーは「未来を

描こう、笑顔でつなごう」～一人一人のチャレンジを力に！変化 に対応

できるクラブを目指して～をテーマにされています。いずれもコロナの

時代からコロナが明けた後の未来に対し、ロータリーに何ができるかを

問うているものと考えます。

それを受け、創立 63 年目を迎えた瀬戸ロータリークラブとして、次な

る 70 年、100 年につながるクラブの在り方を想像し、会員が一致団結

し、未来を見据えた活動していきたいと、方針を立てました。

そこで①例会ですが、ロータリーの基本である例会は、コロナ禍に対

応した形を検討しつつ、会員の連帯と融和を深められるよう有意義な

場を作るよう取り組みます。としました。折を見てテーブルを前のくし形

に戻したいです。また今年度は外部から講師の先生に多く来ていただ

き教養に響くお話を頂こうと計画しています。そのほか、ボッチャ例会、

お花見例会を計画しています。

次に②会員増強です。次代の瀬戸クラブを想像したとき、会員増強は

必須であり、仲間が増えることは、新会員を目標にすると明示していま

す。クラブの基盤が強くなり、明るく楽しくなると考え、広く募ります。ＲＩ

からも、地区からも会員増強を進めるようお話があります。瀬戸北ロータ

リーは会長方針に１０人の新会員の獲得を明文かしています。わがクラ

ブも１０人を目標としていると大澤委員長が言っているので来年のこの

時期には瀬戸商工会議所に２０人の新しいメンバーが仲間になってい

ることでしょう。頑張ります。

そして③奉仕事業です。地域の声に耳を傾け、優しい事業を通して社

会に貢献します。職業奉仕委員会事業は、コロナがうまくコントロールで

きるなら職場訪問を再開したく思います。この間、朝日インテック、名糖

チョコレート、ニプロ、日東工業等々、全国的、世界的にも活躍されてい

る企業が瀬戸にやってきました。どんな経営方針で羽ばたいておられる

か訪問してお話が伺えたらと 計画しています 。社会奉仕委員会 事業

は、地区補助金を活用し、パラリンピックでも注目されたボッチャを題材

にしたいと思います。障がい者から高齢者、子供まで誰でも参加できる

スポーツであり、我々もボッチャを経験するためのボッチャ例会、市の講

習会、そしてボッチャ大会にチームを作りして挑みたいと思います。そし

て側面援助としてトロﾋｨ―、参加賞グッズ、ボールセットを協力します。

またやすらぎ会館内にある不登校児童施設オアシスにもボッチャのボー

ルセットを寄贈します。国際青少年事業は、６０周年資金を活用し、ロー

タリーユースコンピューターグラフィックアワードは表彰だけそして、瀬戸

市子ども陶芸展のＣＧか事業に協賛しますが、地区補助金が大幅に減

額されたため縮小事業となります。

さいごに④学友会です。今まで関わってくれた多くの米山奨学生、青

少年交換学生の学友会を検討します。前年度よりの申し送り事業です

が、今期中に立ち上げ総会まで行きたいと思っています。

終わりに、2021～2022 年度鈴木政成会長、松本哲也幹事、一年間

大変お疲れさまでした。

幹事 加藤克己君 「年度のはじめに」

2022-2023 年度 幹事を務めさせていただきます 伍春・加藤克己で

す。今年度で、この伝統ある瀬戸ロータリークラブに入会させていただ

き、10 年目を迎えます。思えば 10 年前の丁度この時期、藤井源成会

長・牧オサム幹事が、牧さんから話があると我が会社に来られ、ロータリ

ーへの誘いを受けました。その当時の私は、組合青年部・PTA などの

活動を一通り終えてのんびりしていたところでした。「ロータリーは瀬戸

の素晴らしい先輩方の人脈があり良いところだし、一緒に親睦など愉し

まないか？」と言う甘い言葉に誘われ、あれやこれやのまま入会を迎え

たことを思い出します。

約 2 年前、こんな私に幹事のお話がきて驚きのたまもので、丁重にお断

りを申し上げたのでしたが…、幹事経験の先輩方からの叱咤激励により

受ける決意を致しました。

本年度といたしまして、牧会長と私らしく新たな運営をしていこうと思いま

す。まだまだコロナ禍ではありますが、どうぞ皆様のご協力を頂き、よろ

しくお願い致します。

では、本年度のクラブ運営に関する説明を致します。

・今年度のクラブ運営について 年会費は 27 万としました。

・新型コロナウィルス対策による出席免除について 2022 年 7 月 1 日か

ら 12 月 31 日まで、出席を免除とします。

・例会ビジター・サイン受付について 12 月までは受付なし。

・クールビズについて 10 月 31 日まで 2023 年は 5 月 1 日開始

・例会開催について 例会は、12 時 30 分に開催します。外部講師には

必ず 30 分間の卓話をして頂けるよう時間の配分する。

・今後の例会について

【例会会場の設営】  状況に応じ以前の配列にして行きます。

   来週からの例会は、以前のスタイルの 3 列、流し型（くし型）の長卓

にします。

【食事は】 301 号室とするが、大会議室と併用して使えるようにして

いく （食事中は黙食 会話はマスク着用）

【ロータリーソング/ 誕生日のお祝い】 マスクをしたうえ小声で歌う。

【祝福】ニコ BOX 各 5,000 円お願いいたします。

【祝福記念品】本人の誕生日・亀井先生の作品。ご夫人の誕生日・

TK レース人形。結婚記念日・唐三郎先生の作品。結婚周年・花束

（を 自宅へお届け）【卓話記念品】外部の卓話講師・令吉先生の作品

・年間スケジュール 年間回数 33 回を予定しています、

《瀬戸ロータリークラブ学友会》 今度中に設立を目指します

《社会奉仕事業》  地区補助金の活用をし、ボッチャ大会の支援

RYCGA（継続事業）

《職場例会（企業訪問）》 試みたいと考えています

《４RC 合同例会》 地区からの推奨として長久手クラブが中心に考る

《Wi-Fi の環境整備を致しました》

   ワールドワイドに、遠方の卓話講師・海外などの米山奨学生・

   交換留学生などインタネットをこの会場にて活用できるように

   整備を致しました。

今年一年よろしくお願いいたします。
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ニコボックス報告
2022 年 7 月 6 日 第 3011 回例会
本日、牧会長、加藤幹事年度の初例会にお伺いさせていただきま

した。この 1 年間よろしくお願い致します。尾張旭 RC 会長 菊田

利昭、幹事 熊澤功

2021-22 年度ガバナー補佐事務所では大変お世話になりありがと

うございました。2022-23 年度も引き続き宜しくお願い致します。瀬

戸北 RC 会長 奥田桂

本日は表敬訪問でお伺いさせていただきました。今年一年、お世

話になりますがご指導の程、宜しくお願い申し上げます。愛知長久

手 RC 会長 神谷恵理、幹事 青山和成

2022-23 年度 本日より始まります。よろしくお願い致します。会長

牧オサム、幹事 加藤克己

尾張旭 RC 菊田利昭会長、熊澤功幹事、瀬戸北 RC 奥田桂会

長、愛知長久手 RC 神谷恵理会長、青山和成幹事、ようこそ瀬戸

RC へお出でいただきました。一年間よろしくお願いします。会長

牧オサム、幹事 加藤克己

牧オサム会長、今日はバッチ交換でいよいよ牧年度のスタートです

ね。一年間宜しくお願い致します。鈴木政成

誕生日をお祝い頂き有難とうございます。いよいよ 60 代最後の一

年になりました。加藤令吉

女房の誕生日を祝って頂きありがとうございました。出来るだけ長生

きしてくれる事を願っています。水野和郎

先般の母の葬儀に際しては、当クラブより供花と共に弔電を頂きお

礼申しあげます。ありがとうございました。ｶﾈ三加藤克己

会長牧オサム君と幹事加藤克己君の卓話を楽しみにしています。

青山稔、井上伸也、井上博、江坂正光、大澤英雄、大竹一義、刑

部祐介、小野隆浩、梶野輝雄、勝谷哲次、加藤五津美、加藤一

夫、加藤克弘、ｶﾈ三加藤克己、加藤捷、加藤唐三郎、加藤眞言、

加藤光哉、加藤太伸、加藤陽一、加藤令吉、金谷康正、亀井勝、

小林稔、近藤三博、佐藤亜矢子、澤田武憲、鈴木伸、鈴木紹陶

武、鈴木政成、鈴木光彦、高橋信郎、寺田悟、野田由紀子、平松

啓、藤井源成、増岡錦也、松村晋也、山口記由、山本英雄

理事・役員・委員長に就任して

牧オサム、鈴木政成、青山稔、加藤一夫、伍春加藤克己、鈴木光

彦、加藤唐三郎、澤田武憲、刑部祐介、江坂正光、加藤克弘、鈴

木伸、大澤英雄、勝谷哲次、松村晋也、小林稔、高橋信郎、井上

博、加藤 陽一、加藤眞言

前年度理事・役員・委員長を終えて

鈴木光彦、加藤令吉

尾張旭ＲＣ会長 菊田利昭君、幹事 熊澤 功君

瀬戸北ＲＣ会長 奥田 桂君

愛知長久手ＲＣ会長 神谷恵理君、幹事 青山和成君

幹事バッチ交換

本年度のご夫人への誕生日記念品はせとものに拘り、瀬戸

ノベルティの「ＴＫ名古屋人形製」のレースドールにしました。

2022 学年度 米山奨学生

ド・ティ・ホン・クエンさんに奨学金授与


