
本日のプログラム
2021 年 7 月 14 日 (水)

通算第 2976 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

・「それでこそロータリー」

・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  

会場監督   勝谷哲次君

クラブ奉仕委員長 青山稔君

「本年度の方針」

第２９７５回例会 会長挨拶 鈴木政成君
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瀬戸ロータリークラブ会報
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前回例会 記録
2021 年 7 月 7 日 第 2975 回例会

・場所 瀬戸商工会議所

・出席報告 54 名中  40 名

出席率   74.07％

・ご夫人誕生日

   水野和郎君ご夫人千鶴子様

・行事

・バッジ交換【現次 会長幹事】

・米山奨学生 タイ・リンさんへ

7 月分奨学金授与とご挨拶

・卓話       会長 鈴木政成君

        「会長所信表明」

皆さんこんにちは。本日は瀬戸ロータリー

第 2975回の例会でございます。

今日から 2021-2022 年度の会長を務めさ

せて頂きます鈴木政成でございます。

どうぞ一年間宜しくお願い致します。始め

に本日のゲストの紹介をいたしたいと思い

ます。

2021 年度米山奨学生タイ・リンさんです。

タイ・リンさんには後程、奨学金授与と挨

拶、カウンセラーからプロフィールをご紹

介いただきたいと思いますので宜しくお願

い致します。

改めまして会長挨拶ですが、残念ながら

今年度スタートは短縮例会と言う事でこの

様な形での始まりとなりました。一昨年の

加藤定江年度から続く、このコロナ禍をど

う乗り切りながら我々らしいロータリー活動

をするか、前任、前々任の会長も一生懸

命ご苦労されました。それを引き継ぎなが

ら、またそこでご苦労のあった事を私達の

年度 2021-2022 年度は踏まえて次のアフ

ターコロナの活動に向けてのスタートの年

にしたいと思っています。

しかしながら、まだ、今本日も愛知県はま

ん延防止等特別措置の中にございます。

感染対策については、決して怠ることな

く、蔑ろにすることなく暫くは一進一退の

運営を強いられるかと思います。しかしな

がらこのロータリー活動の基本は対面であ

ります。今迄、対面が出来ないが為に休

会であるとか、WEB 例会であるとか、例え

ば地区大会のようにハイブリットでオンライ

ンと併用型で、地区研修協議会も同じ様

なハイブリットな式がとられました。ここで

学んだ事は、便利なものはしっかりと活

用していくことではないかと思いました。

しかしながらやはり私達は集う事によ

る、リアルに顔を合わせる事によりコミュ

ニケーションができ、このコミュニケーシ

ョンによる価値というものはロータリーの

財産であります。そこをしっかり忘れる

事なく皆さんと一緒に魅力あるロータリ

ーを目指してまいりたいと思います。そ

の為には役員、理事の皆さんの英知や

お力を借りながら慎重に進めていかなく

てはならない事も沢山あると思います。

今迄の私達の集いには食事やお酒が

つきもので親睦を深めてまいりました

が、その事が今コロナ禍においては問

題視されているのがまだ続いておりま

す。本日今迄の形を、地区会長がおっ

しゃっているチェンジロータリー新時代

の成長の言葉にもありますが、今迄

我々が大切にしてきた事、一番大切な

事をする為にはどうしたら良いのかと言

う所で、食事無しで短縮例会にしましょ

う、でも皆で顔を合わせることを一番に

しましょうと言う事で今回、今日のスター

トをきらせて頂きました。1 年間この様な

試行錯誤になると思いますが皆さんの

ご協力を得ながら 1 年全うしてまいりた

いと思います。宜しく申し上げて今年最

初の挨拶とさせて頂きます。1 年間宜し

くお願い致します。

例会予定
7 月 21 日（水）

休会

7 月 28 日（水）

職業奉仕委員長    大原道夫君

奉仕プロジェクト委員長 小林稔君

「本年度の方針」

8 月 4 日（水）

加藤克己君(2021）、栁澤博志君

「新会員の卓話」

8 月 11 日（水）

休会
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卓 話

ラム
2021～2022 瀬戸ロータリークラブ 会報

ニコボックス報告
2021 年 7 月 7 日例会
本日より一年間お世話になります。宜しくお願い致します。

会長 鈴木政成、幹事 松本哲也

本日は「会長所信表明」の卓話をさせて頂きます。一年間

お世話になりますがどうぞ宜しくお願い致します。会長 鈴

木政成

タイ・リンさん、初めての例会へようこそお越し頂きました。

宜しくお願いします。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也

米山奨学生 タイ・リンさん、楽しんでいって下さい。青山稔

女房の誕生日をお祝い頂きありがとうございました。水野和

郎

妻が 3 才の時出征した義父の遺骨が、先日 7月 1日に愛

知県厚生省の関係部署より届きました。ロシア連邦沿岸地

方「第 9収容所 1369特別病院で死亡」。そして「第 9収容

所ナホトカ市リブトロイ村基地に埋葬されていた遺骨」を

DNA 鑑定を実施した結果、明確に「佐野直枝」の遺骨と判

明。77 年ぶりに自宅へ。先日、佐野家のお墓に納骨致しま

した。これで今後ソ連ナホトカへ墓参りすることがなくなりま

した。佐野一二

会長 鈴木政成君の卓話を楽しみにしています！

青山貴彦、青山稔、井上伸也、井上博、江坂正光、大竹一

義、大原道夫、刑部祐介、梶野輝雄、勝谷哲次、加藤一

夫、加藤克己、加藤恵子、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、小池芳樹、近藤三博、佐野一二、鈴木伸、鈴木光彦、

高橋信郎、田中靖達、戸田由久、牧オサム、松村晋也、水

野和郎、栁澤博志、山内敏也、山本英雄

今年度理事・役員・委員長に就任して

鈴木政成、松村晋也、牧オサム、青山稔、松本哲也、加藤

克己、勝谷哲次、井上伸也、高橋信郎、山内敏也、鈴木

伸、江坂正光、鈴木光彦、加藤令吉、山本英雄、大原道

夫、加藤陽一、加藤眞言、田中靖達

会長 鈴木政成君

「会長所信表明」

改めまして 2021-22 年度第 63 代の会長を務めさせて頂きます

鈴木政成です。どうぞ宜しくお願い致します。昨今のコロナ禍で私

たちのロータリー活動も一変しました。加藤定江会長年度松村晋也

会長年度に続き今年度も現状ではコロナ禍前の様な本来のロータ

リー活動に戻れる目途は立ちません。ワクチン接種も始まり会員の

中でも 1 回目、2 回目と接種された方もあるかと思いますが、ウィル

スもより強力な株に変異するそうで、接種をしたからといっていきな

りマスク無し生活で多人数の飲食が出来る元の日常に戻る事はで

きないと思っています。感染状況を見ながら一進一退の運営を強

いられる中ではありますが、感染防止に決して気を緩めることなく瀬

戸ロータリークラブの事業を進めてまいりたいと思います。

今年度は会長方針に「共につくろう 魅力あるロータリー」を掲げ

させて頂きました。具体的な活動のテーマとしましては

① 魅力あるロータリーは魅力ある例会から

ロータリーの基本は例会、その例会開催のガイドラインを設け、

休会、食事なしの短縮例会、感染対策をしっかり取っての食事付

例会と大きく三通りに区分けしました。魅力ある例会にするためでき

る限り会員のショートスピーチや卓話をお願いしたいと思います。例

会は共に集う喜びを実感できる場となる様、検温はもちろんマスク

をしっかり付けてコロナ禍での親睦の場作りに努めたいと思いま

す。

②会員の交流を深め親睦の輪を広げる

通常の親睦活動がままならない中、嬉しい事、楽しい事、会員へ

の感謝などニコボックスの積極的活用により会員相互の融和や連

帯の一助にしたいと思います。また会報も写真をより活用するなど

して、紙面上でも会員相互交流の場を目指したいと思います。

③会員ひとりひとりが取り組む職業奉仕

ロータリーは奉仕の心を持った様々な職業人の集まりであり、そ

れがロータリーの魅力でもあると思います。自分の職業を通して奉

仕の心で地域社会に係わる会員の卓話から、「四つのテスト」に込

められた職業倫理を改めて学ぶ機会になればと思います。

④瀬戸ロータリークラブの明日を戦略的に考える

会員の平均年齢も 65歳を超え会員数も 50人台が続く中、主とな

って活動できる会員や事業費もおのずと限られてきます。単年度制

のロータリーですが、奉仕プロジェクトの様な対外的奉仕事業につ

いては方向性が示されているものの、これに留まらず会員増強や

会員育成、ロータリー財団や米山奨学会の活用など次なる 65 周

年、70 周年に向け中長期的な展望に立ち検討を進めてまいりたい

と思います。

未曽有のコロナ禍の下、感染防止を第一優先に制約の中でのス

タートとなりましたが、一年間皆様のご理解とご協力で共に魅力ある

ロータリーを作っていきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致しま

す。

米山奨学生 タイ・リンさん ご挨拶

皆さんこんにちは。このたびは瀬戸ロータリークラブの例会に参

加させていただき誠にありがとうございます。私はタイ・リンと申しま

す。出身は台湾の南の方台南です。今は愛知県立芸術大学の日

本画科で勉強しています。これからも 1 年皆様と一緒に楽しい時

間を過ごしたいと思います。皆様これからもよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。


