
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 8 月 4 日 (水) 

通算第 2978 回例会 

本年度 第 4 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 
・開会点鐘 

・「君が代」「奉仕の理想」 

・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   

加藤克己君(2021）、栁澤博志君   

「新会員の卓話」 

 
 

 

 

第２９７７回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

 

２０２１年８月４日発行  第２８０１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 28 日 第 2977 回例会 
・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 54 名中  38 名 

出席率   70.37％ 

・本人誕生日  岡村肇君 

・ご夫人誕生日 

      鈴木光彦君ご夫人美智子様 

井上博君ご夫人奈緒子様 

・行事 ・地区大会ＰＲ動画上映 

 

〔出席・ニコボックス委員長が 

代理で紹介〕 

・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」 

 

皆さんこんにちは。本日は瀬戸ロータリー第

2977回今年度第 3回目の例会でございま

す。 

さて、先日 7月 25日（日）THE TOWER 

HOTEL NAGOYA レストラン lilyにおきま

して会員交流会を行いました。委員会の皆

さん、親睦活動委員会の皆さんに感染対策

をしっかりとって頂きまして、その結果、楽し

い時間を皆で共有することが出来ました。改

めて感謝申し上げます。そしてお出掛け頂

きました皆さんありがとうございました。しかし

ながら今現在、愛知県は 8月 11日迄、愛知

県独自の厳重警戒措置が出ております。そ

して、我々ロータリーの事をお話しますと 8

月 4日には、年に 4回あります 12RC会長

幹事会の第 1回目が予定されておりました

が、残念ながら中止となっております。昨今

の東京をはじめ、愛知県の感染状況を見ま

すと、まだまだ我々はしっかり感染対策をと

って、コロナを正しく恐れて、その中で出来

る事をしっかりやっていくタイミングではない

かと思います。 

ここの中から感染者を出さないという思いで

今年度進めておりますので、宜しくお願いし

たいと思います。 

そして今、連日オリンピックの熱戦が繰り広

げられております。瀬戸にゆかりのある選手

が今般のオリンピックでは 2 人います。テコ

ンドーの山田美諭選手と 100ｍバタフライの

川本武史選手であります。山田選手は既に

結果が出ており、期待の星でありましたがメ

ダルには届かず 5 位でした。一方川本選手

におかれましては明日が予選という事で

す。オリンピックには沢山の種目がありま

すが、是非、瀬戸の選手が 100ｍバタフラ

イに出ますので注目をしていただければ

と思います。選手の皆さんは、まずはオリ

ンピックへの出場、次にオリンピックに出る

ことが叶えばメダルという、大きな夢の実

現に向けてチャレンジをされる訳でありま

す。その姿は、私共大人だけではなく、小

さなお子さんからご年配迄、本当に勇気

づけられるもので、スポーツの力は大きい

なと思うのです。私達瀬戸ロータリーにお

きましても、同じ様に大きな夢の実現に向

けて今年度の方針を掲げております奉仕

プロジェクト委員会がございます。今日、こ

の後、奉仕プロジェクト委員長の話があり

ますが、我々が描く子供達の夢の実現

は、スポーツではなく、次世代を担う青少

年の方々に、コンピューターグラフィックで

新しい可能性にチャレンジして貰うという

ものであります。これは 60周年から続く大

切な瀬戸ロータリークラブの事業でござい

ます。この後、卓話の中で本年の奉仕プ

ロジェクトの方針が語られますので耳を傾

けて頂いて、このコロナ禍ではありますけ

れど、ロータリーにとって大切な奉仕事業

でありますので皆の力をお借りしまして、

実現に向けて進めていきたいと思います

ので宜しくお願いしたいと思います。今日

も一日宜しくお願い致します。 

 

例会予定 
 

8 月 11 日（水） 
休  会 

 

8 月 18 日（水） 
RI 第 2760 地区 東尾張分区 

ガバナー補佐  

   梅村邦雄君 (瀬戸北ＲＣ) 

 「ガバナー補佐訪問に因んで」 

 

8 月 25 日（水） 
地区ＲＹＬＡ副委員長 田中靖達君 

「近年の地区ＲＹＬＡ委員会の活動」 

 



 

 

 

 

発行 : ＲＩ ２７６０地区 瀬戸ロータリークラブ      〒489-8511  愛知県瀬戸市見付町 38-2 瀬戸商工会議所内 
会長 鈴木政成  / 幹事 松本哲也  / 広報・雑誌・会報委員会   江坂正光・野田由紀子・岡村 肇     

TEL0561-84-1160  ＦＡＸ 0561-84-0116     E-mail:setorc@titan.ocn.ne.jp     https://www.setorotary.com/ 

 

会員交流会 
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 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 28 日例会 
先日開催しました会員交流会へは多数のご出席を頂きありがとう

ございました。また、設営頂いた親睦活動委員会の皆様、ありがと

うございました。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

25 日には慰労の会を催していただきまして有難とう御座居まし

た。皆様に改めて感謝申し上げます。松村晋也、加藤一夫 

会員交流会では楽しいひと時を有難とうございました。又、美しい

お花も頂き心より御礼申し上げます。加藤令吉 

誕生日をお祝い頂きありがとうございます。岡村肇 

妻の誕生日をお祝いいただきありがとうございます。鈴木光彦 

妻の誕生日をお祝い頂きありがとうございます。井上博 

卓話をさせていただきます。短い話になりますがよろしくお願いし

ます。大原道夫 

卓話をやらせて頂きます。小林稔 

所用により早退します。梶野輝雄 

職業奉仕委員長 大原道夫君と奉仕プロジェクト委員長 小林稔

君の卓話を楽しみにしています！ 

青山貴彦、青山稔、井上博、大竹一義、岡村肇、刑部祐介、勝谷

哲次、加藤一夫、加藤克己、加藤克己(2021)、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、鈴木伸、高橋信郎、田中靖達、玉井徹、寺田

悟、戸田由久、藤井源成、牧オサム、増岡錦也、松村晋也、山本

英雄 

 

卓 話 

;etラム 

 
 

 

 

 2021～2022 瀬戸ロータリークラブ 会報 

 

職業奉仕委員長  大原道夫君 

「本年度の方針」 

 
 

今年度の職業奉仕委員長を務めさせて頂きます大原道夫でございま

す。メンバーは副委員長に加藤五津美君、委員にパスト会長の藤井源

成君の 3 名でございます。私以外はクラブ歴も長く、経験も豊富な重鎮

であられます。 大変心強く思っております。 

私は入会して、9 年が経ちますが、今まで経験した委員会は例会設営

3回、出席ニコボックス 3回、公共イメージ 2回等と、どちらかというと毎回

毎回の例会が勝負・・・という委員会を多くやってきましたので、今回は経

験したことのないクラブの中でも重要な役なので、どう進めていくか少し戸

惑ってる部分もあります。 

さて、職業奉仕という言葉・概念は、他の奉仕団体等にはない「ロータリ

ークラブの金看板」とも「ロータリーの奉仕活動の根幹」であるとも言われま

すが、実際のところ他の奉仕活動と何が違うのか自分自身よく分かってい

ませんでしたが、4 月にオンラインで配信された地区研修・協議会の地区

クラブ役職別研修会の映像を視聴させていただき、私なりに理解は進み

ました。ご覧になった方も多いかと思いますが、特にロータリークラブの活

動の基準であるロータリーの五大奉仕事業の一である職業奉仕の考え方

等について、理解の乏しい私のようものにも分かり易いものでした。 機会

があれば例会の中で紹介させていただきたいと思います。 

今年度の基本方針は「職業奉仕とは何かを会員が理解し、ロータリー

の奉仕活動の原点として実践して頂けるよう啓発する」とさせていただきま

した。事業計画については、従来から実施しておりました 職業表彰を 1

月の職業奉仕月間に合わせて行う予定であります。 対象についてはま

だ絞ってはいませんが、いろいろな方の意見や情報をお聞きして決めて

いきたいと思っております。 

また、コロナ過の中にあり、終息がまだ見えない状況でしたので事業計

画書には記載しておりませんが、今後状況が良くなれば 職場例会の実

施も検討したいと思っております。 

いずれにせよ、今年度の会長方針書の中で書かれている「会員ひとりひ

とりが取り組む職業奉仕」･･･ロータリアンひとりひとりが自分の職業を通じ

て、周りの人に良い影響を与えられるような奉仕活動につとめる･･･という

方針に沿った方向で、プログラム委員会や奉仕プロジェクト委員会の協力

を得ながらこの 1年を進めていきたいと考えておりますので、ご指導・ご協

力をお願いします。 
 

 

奉仕プロジェクト委員長 小林稔君 

「本年度の方針」  

 
 

今年度、奉仕プロジェクト委員会・委員長を拝命しました小林です。

1 年間宜しくお願いします。先ずは本年度の方針の大柱としまして

は、“大きなゆめの実現へ”であり、次世代を担う青少年達に夢を持っ

てドンドン新しい可能性にチャレンジしてもらえる環境を提供出来るよ

う継続的に活動して行く事を目標にして奉仕活動にあたりたいと思い

ます。    

今年度のプロジェクトとしては・・・ 

日時 2022年 3月 19日（土）PM1：00～3：00 

場所 瀬戸蔵 つばきホール 

演題 2021-2022年度 瀬戸 RC青少年育成事業 

                                  「瀬戸っ子＠夢をかたちに」 

内容 ①第 3回 Rotary Youth Computer Graphics Award表彰式 

②瀬戸市こども陶芸展入賞 3作品の CG動画映像の発表  

③講演会「瀬戸っ子＠夢をかたちに」（講師：未定） 

このプロジェクトを瀬戸ロータリークラブと瀬戸市・瀬戸経営戦略部情

報政策課、瀬戸市教育委員会との共催で、また（株）SPEED の岩木

勇一郎氏のご協力のもと、じっくりと検討し盛大なイベントとして一般

市民にも参加して頂ける様な事業として進めて参りたいと考えており

ます。その中でも今回の特徴としましては、こども陶芸展の入賞 3 作

品をモチーフにして CG 動画映像（3 分程度）を SPEED の岩木氏に

製作して頂き、作品の意図する所と CG が合体し更なる夢の広がり、

新たな想像力・創造力への発展へと繋がる事を狙いとしています。 

陶都瀬戸・やきものの町 その町で生まれ育った子どもたち・青少年

の育成に少しでも尽力出来れば・・と考えております。 

創造・想像力・夢は無限です。新たな発見に留まらず、諦めたりせ

ずチャレンジ精神のもと、恐れず挑戦して欲しい・・と切願します。 

また RYCGA についても、応募対象を広げ、少しでも多くの方だか

に参加してもらうことにより、盛会だけでなくそれぞれのレベルアップ

へと繋がる事業となる事を願いつつ、活動して行きます。 


