
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 7 月 28 日 (水) 

通算第 2977 回例会 

本年度 第 3 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   

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」 

 
 

 

 

第２９７６回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２１年７月２８日発行  第２８００号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区  

前回例会 記録 
2021 年 7 月 14 日 第 2976 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 54 名中  41 名 

出席率   75.92％ 

・本人誕生日  平松啓君 

・ご夫人誕生日 

   松村晋也君ご夫人七雅子様 

松本哲也君ご夫人恵美子様 

山内敏也君ご夫人菜々子様 

・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」 

 

皆さんこんにちは。本日は瀬戸ロータ

リー第 2976回の例会でございます。 

7 月 3 日に起きました静岡県熱海市

の土石流災害、まだ 17 人の方が見つ

かっていないとニュースで告げられてお

ります。私共ロータリークラブも昨日支援

先の口座が開設されまして、各地区の

方から取りまとめをお受け頂ける事にな

り、この様になりましたとガバナー事務所

から報告を頂きました。私共も賛同して

募金を集めてまいりたいと思い、詳細は

後程幹事の方から報告させて頂きます。

犠牲になられた方にはお悔やみ申し上

げます。 

今日冒頭に 2976 回の例会と申し上

げましたが、実は後 24 回例会を重ねま

すと 3000 回の例会がまいります。その

日はいつかと申しますと、休会もなく予

定通り行けば 3月 16 日です。この日は

新年度の会長の PETS の日ですが、年

間計画には第 3000 例会とうたってあり

ます。今年度は 36 回例会を予定してい

ますが、緊急事態宣言が出た場合、去

年の松村年度は WEB 例会となりました

が、今年は WEB例会ではなく休会させ

て頂きたいと申し上げておりますので、

もしそうなると次年度に飛んでしまう可能

性も無きにしもあらずですが、何とか今

年度 3000回目の例会を迎えたいと思っ

ております。 

ちなみに 1000 回の例会はいつだ

ったかと申しますと、20 周年の昭和

54 年 8 月 9 日加藤五郎会長 加藤

守久幹事の時でした。では、2000 回

の例会はどこであったかと言うと、平

成 12 年平松啓会長 寺田悟幹事の

時、40 周年の時でした。今迄の 1000

回、2000回は 20周年、40周年という

タイミングで行ってきましたが、昨今例

会も少しずつ少なくなってまいりました

ので、60 周年から 2 年延びる形にな

りました。60 周年を観光ホテルで行い

ましたので 3000 回の例会のお祝いも

観光ホテルで行うかという事ですが、

まだまだ時間がありますので、その頃

にはアフターコロナで皆が一堂に会し

て、また普通通りに和気あいあいと懇

親が深められる様になれば、又色ん

な事を理事や役員の皆さんにお諮り

しながら、会員の皆さんからの意見を

頂きながら決めていきたいと思ってい

ます。 

3 月 16 日迄に、今のコロナによる

閉塞的な状態がなんとか打開されるこ

とを期待申し上げて、今日の会長挨

拶とさせて頂きます。今日も一日宜し

くお願い致します。ありがとうございま

した。 

 

例会予定 
 

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 

 

8 月 18 日（水） 

RI 第 2760 地区ガバナー補佐  

梅村邦雄君 

 「ガバナー補佐訪問に因んで」 
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会場監督  勝谷哲次君 

「本年度の方針」 

 
 

会場監督の任務というのは品格ある規律ある例会を運営するこ

との手助けをするということでございますので、短い時間で終わっ

てしまう話ではありますが、今年度としてはこんなことをしたいなと

思っておりますので、暫くお聞きいただきたいと思います。例会と

は一体何かというと同じ時間に同じ場所で会員が集まって親睦の

もととなる交流を進めると共にロータリーとしての情報を交換するこ

とによって奉仕のもとになることを学ぶ機会であると考えておりま

す。今般コロナの関係で色々と例年とは違っておりますが、それ

ぞれ会員、会場監督だとかクラブ奉仕委員会、ニコボックス出席、

各委員会と連携してどういった対応をしていくかについてはその

場その場で考えていきたいなと思っております。今は座席間隔も

空いてこういった席になっておりますが、多少緩んでくれば違った

形でまた会長、幹事さんが考えられますので、そのサポートをした

いと思っております。具体的には我々は今、学校形式の座席の配

置でありますが、他のクラブに行きますとほぼ大体各島の形にな

っています。そこの中でその間のコミュニケーションをはかってお

られる事が多いので、また席についてはコロナ禍の終わった後で

考えていきたいと思っております。例会の有用性の中にはコミュニ

ケーションが大変重要でありますので、現況の場合、大きな声で

喋るなとか例会での食事は黙食でということでありますが、これが

もう少し緩んでくればコミュニケーションが出来る様な状況になり、

それぞれ皆さんと相談して考えていきたいなと思っております。

今、他クラブからの来訪者の方もおいでいただいておりませんが、

またお見えになる機会もあると思いますので、そちらについても有

用な交流を考えたいと思っております。それから今の会長方針で

あります「魅力ある例会」ということで、なるべく今の効率的な運営

をしていきたいと思っております。そのためには例えば卓話者が

十分喋れる状況とかも考えていきたいと思っております。今回は

例会が少なく尚且つ例会の形ではなく他の会合もあり、これは会

長方針にもありますように例会にしますと例会中止ということもあり

ますので色々な親睦会或いは会員交流会を別にとっておいてあ

るということですが、こちらの方についても同様に品格ある会合を

目指したいと思います。もしアイデアがありましたら是非とも私共に

お伝えいただいてそれを取り入れていきたいと思っております。と

にかく例会、会合につきましても我々だけではできませんので、皆

様方のご理解とご協力をお願いしたいと思います。尚、これから

色々な形で例会を進めていきますが、先程申しました通り何か有

用なアイデアがありましたらお聞かせいただきたいと思います。ま

た例会というのは担当者だけでなく、会員全体で作りあげることで

すので、皆様方の協力を是非お願いしたいと思っております。 

 最後になりますが、これから一年間まだまだ状況がどうなるかわ

かりませんが、その場その場に応じて柔軟な対応を是非努めてい

きたいと考えております。何とか会長、幹事をサポートして進めて

いきたいと思います。大変短いですが以上でございます。 

 

クラブ奉仕委員長 青山稔  

「本年度の方針」 

 

 
こんにちは。本年度クラブ奉仕委員長を仰せつかりました青山

稔でございます。本年度の方針につきまして説明をさせていただ

きます。 

 瀬戸ロータリーに入りまして今年で 19年目に入りましたがほとん

ど米山しかやっておらず偏ったロータリアンでありまして、クラブ奉

仕委員長という役目をいただきクラブ奉仕について大変漠然とし

ており、ロータリーの百科事典やマイロータリーなどで再度勉強さ

せていただきました。それによりますと、クラブ機能を充実させるた

めにクラブ内で会員が取るべき行動に関わるものである、また

CRP クラブリーダーシップの導入でクラブ奉仕部門はクラブ管理

部門と称されるように各部門の機能がより明確になりました、と書

いてあり、またわからなくなりましてロータリーを企業組織にたとえ

ると、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕は営業を担当する部門で、

クラブ奉仕はその営業部門を支える管理部門に相応するというこ

とで、ぼんやりと見えてきたように感じになります。 

 本年度の方針説明をしますと、RI 会長のシェカール・メータさん

の「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」、地区方針で

あります「新時代への成長に コロナゼロ・カーボンゼロ支援」を受

けまして、瀬戸ロータリー鈴木会長の「共に作ろう 魅力あるロー

タリー」という方針を出されました。魅力あるロータリーは魅力ある

例会から、会員交流を深め親睦の輪を広げる、会員一人一人が

取り組む職業奉仕、瀬戸ロータリークラブの明日を戦略的に考え

る、この方針に従いまして、関連委員会とクラブ運営に努めたいと

思っております。 

 事業計画といたしまして、クラブ運営が円滑に進むように努め、

各委員会に対してサポートする、会長、幹事と委員会との調整役

を担う、というようにさせていただきました。会長方針の魅力あるロ

ータリーは魅力ある例会からは例会運営委員会、プログラム委員

会、出席・ニコボックス委員会、その関連委員会と共に話し合って

進めていきたいと考えております。会員の交流を深める親睦の輪

を広げるは親睦活動委員会、広報・雑誌・会報委員会、その他関

連委員会と共に話し合って方向性を決めていきたいと考えており

ます。会員一人一人が取り組む職業奉仕については、職業奉仕

委員長にお任せし、関連委員会の調整に関わらせていただきま

す。瀬戸ロータリークラブの明日を戦略的に考えるということに関

しましては、ロータリー情報委員会、戦略委員会、その他関連委

員会と話し合い進めていきたいと思っております。クラブ戦略委員

会には私も名前を連ねておりますので兼ねていきます。基本的に

は各委員長、副委員長がおられますので、各委員会の方針にお

任せし、調整役として役目を果たしてまいります。クラブ運営が上

手く進んでいくように何でも屋がいるのかなあと思っておりますの

で、そういう形で進めていきたいと思っております。 

 米山の奨学生について、メール等で連絡を取りました。皆、元

気でやっていることをご報告させていただきます。 
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会員交流会 
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ニコボックス報告 
2021 年 7 月 14 日例会 
会場監督 勝谷哲次君とクラブ奉仕委員長 青山稔君の卓話を

楽しみにしています。一年間宜しくお願いします。会長 鈴木政

成、幹事 松本哲也 

瀬戸市社会福祉協議会へのご協力ありがとうございました。瀬戸

RCの皆様に感謝です。瀬戸北 RC 加藤勝之 

久しぶりに 100 を切って優勝しました。一寸だけ、元気です。お祝

いありがとうございます。平松啓 

女房の誕生日をお祝いいただき有難とう御座居ます。最近は耳が

遠くなり大声で言い合っております。松村晋也 

妻の誕生日をお祝い頂きありがとうございます。松本哲也 

妻の誕生日をお祝いいただきありがとうございます。山内敏也 

卓話します。勝谷哲次 

卓話をさせて頂きます。青山稔 

勝谷哲次君、青山稔君の一年間のご活躍を期待しています。寺

田悟 

会場監督 勝谷哲次君とクラブ奉仕委員長 青山稔君の卓話を

楽しみにしています！ 

井上伸也、井上博、大竹一義、大原道夫、梶野輝雄、勝谷哲次、

加藤一夫、加藤克己、加藤克己(2021)、加藤定江、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、小池芳樹、小林稔、近藤三博、鈴木伸、鈴木

光彦、高橋信郎、玉井徹、戸田由久、野田由紀子、増岡錦也、松

村晋也、栁澤博志、山口記由、山本英雄 

今年度理事・役員・委員長に就任して 

小林稔 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

【日 時】 2021 年 7 月 25 日（日） 

【会 場】 ＬＩＬＹ（リリィ）テレビ塔レストラン      

【内 容】 

   ・2020-21 年度 松村会長・加藤幹事へ花束贈呈 

    ・60 周年実行委員会へ花束贈呈 

 


