
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 8 月 25 日 (水) 

通算第 2980 回例会 

本年度 第 6 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 
・開会点鐘 

・「日も風も星も」 

・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   

地区ＲＹＬＡ副委員長 田中靖達君 

「近年の地区ＲＹＬＡ委員会の活動」 

 

第２９７９回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２１年８月２５日発行  第２８０３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 8 月 18 日 第 2979 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  

大澤英雄君  刑部祐介君 

・ご夫人誕生日 

      大澤英雄君ご夫人裕子様 

大原道夫君ご夫人恒子様 

・行事 ・米山奨学生 タイ・リンさん 

からのご挨拶 

・卓話        

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」 

皆さんこんにちは。本日は瀬戸ロー

タリー第 2979 回、今年度 5 回目の例

会でございます。 
まず、本日のゲストを紹介させて頂

きます。第 2760 地区東尾張分区 ガ
バナー補佐 梅村邦雄君、第 2760 地

区副幹事 横山真喜男君、第 2760 地

区東尾張分区 分区幹事  奥田桂君、

第 2760 地区東尾張分区 分区副幹事  
伊藤敦司君です。 本日、皆さんには

既に、会長、幹事懇談会を行っていた

だきましたが、この後も、卓話、クラブ

協議会で、大変お世話になります。  
そして、ゲストがもう一人いらっしゃ

います。2021 学年度米山奨学生 タ

イ・リンさんです。タイ・リンさんには、

後程、奨学金をお渡して、スピーチを

頂くつもりでおります。 
コロナ禍、お盆明けの最初の例会

がこの様な、短縮、食事なしの形で、

皆さんには大変ご理解、ご協力を頂い

て、大勢の方にお集まりいただき、例

会が出来ます事を感謝いたします。あ

りがとうございます。本日はガバナー

補佐訪問です。ガバナー補佐の出身

クラブは皆さんご承知の様に、瀬戸北

ロータリークラブでございます。この場

をお借りしまして、瀬戸北ロータリーク

ラブのお話をしたいと思います。誕生

したのは、瀬戸ロータリークラブが 19
周年の時、20 周年を前にした、1978
年 昭和 53 年 10 月 31 日、瀬戸ロー

タリークラブがスポンサーとなり、28 名

のチャーターメンバーで創立されまし

た。創立総会は、この場所、瀬戸の

商工会議所で行われたという事が、記

録に残っています。アディショナル・クラ

ブという事で、瀬戸という所在地域を

分ける形で生まれたクラブです。そ

の時の、スポンサークラブの特別代

表は早稲田さん、ガバナーエイドは

柴田さん、山内さんでした。調べて

驚いた事は、3 人全ての方がパスト

会長でして、それほど大切なクラブ

の設立であったと言えます。同じく、

瀬戸ロータリークラブがスポンサー

である、尾張旭、長久手の事も調べ

てみますと、尾張旭は瀬戸が 11 周

年の 1971 年 昭和 46 年 1 月 22 日

に生まれております。その時の特別

代表は、皆さんご承知の、陶生病院

初代院長 二宮恵一先生でした。長

久手も同じく、瀬戸ロータリークラブ

がスポンサーとして、42 周年の 2002
年 平成 14 年 6 月 28 日に生まれ

ております。その時の特別代表は、

亀井 勝先生です。瀬戸ロータリー

クラブがスポンサーとなる 3 クラブの

中で、最も近しい存在であり、所在

地域も同じ出身のガバナー補佐が

お越しになりました。親しき仲にも、

厳しくご指導いただけるという事で、

緊張してお迎えしております。その

ご指導を、今後のクラブ運営に活か

していきたいと考えておりますので、

皆さん、宜しくお願い致します。 
これで、会長挨拶とさせて頂きま

す。 
 

例会予定 
 

9 月 1 日（水） 
野田正治君 

「演題未定」 
 

9 月 7 日（火） 
第 2760 地区ガバナー 沓名俊裕君 

「ガバナー公式訪問に因んで」 
 

9 月 15 日（水） 
コンシェルジュ PLUS 

代表  大谷小枝子様 

「演題未定」 
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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」 

 

 
 

皆さんこんにちは。只今ご紹介を頂きました本年度東尾

張分区のガバナー補佐、梅村でございます。本日は宜しく

お願い致します。瀬戸北ロータリークラブから出向しまし

て、ロータリー歴は 18 年になります。ここ 2 年コロナ禍

の影響で、皆様もクラブ運営が大変だったことと思いま

す。本年もまだコロナ禍の影響は残っていますが、東尾張

分区ガバナー補佐として 12ＲＣの為に微力ながら務めて

参りたいと思いますので、一年間よろしくお願いいたしま

す。 
私の職業分類は料理業で次男が四代目を次いでいます

が、私の実際は鍼灸師です。名城薬学部の劣等生でした

が、免許も取りまして薬局を開業しようと思っておりまし

たが、ただの薬局では心もとないのでその頃流行りの中国

鍼の鍼灸院も一緒に開こうと学校に通い、鍼灸院が軌道に

乗りましたので調剤薬局も開こうと思い、設備もしました

が、保健所が既製品の薬を販売するだけならいいけど調剤

とはりきゅう同時営業は許可できないねと言われまして大

いに悩みました。鍼灸院が忙しく、料理屋のほうも何かし

ら手伝うことも多くあり、調剤薬局をあきらめました。そ

んなわけで、ハリの先生と料理屋のおやじの二足のわらじ

に落ち着きました。 
それでは早速本題に入りますが、まず初めに RI 会長を

紹介させていただきます。すでに会長様の所信表明やガバ

ナー月信、ロータリーの友でもご存知でしょうが、本年度

ＲＩ会長はシェカール・メータさんです。インドのカルカ

ッタ・マハナガルロータリークラブ所属で 40 年弱のロー

タリー歴があり、インドのロータリー財団の理事長、ＲＩ

理事、地区ガバナーを歴任された傑出したロータリアンで

す。 
RI 会長方針についてですが、「超我の奉仕」というロー

タリーの標語に大きな感銘を受けていらして、人々を思い

やり、分かち合うことの大切さ、奉仕とは自分よりもほか

の人のことを先に考えることと言っています。そこで本年

度 RI 会長が掲げたテーマは、「奉仕しよう みんなの人生

を 豊かにするために」と提唱されました。そして、RI
会長は会員増強の重要性を強く思われており、来年の 6 月

までには 120 万人から 130 万人にロータリアンを増やそ

う。そのためには、各ロータリアンが新会員一人を入

会させようと呼びかけられました。 
沓名ガバナーを紹介させていただきます。沓名俊裕

ガバナーは、1951 年 3 月 1 日生まれ、1995 年安城ロ

ータリークラブに入会され、2011～12 年度のクラブ

会長になられまして、現在、安城商工会議所の会頭も

務められております。 
2760 地区の地区方針ですが、沓名ガバナーは、「今

のこの未曾有の事態は、今までの在り方を考え直すチ

ャンスであり、これからの新しい時代を生き抜くため

に、新しい考え方にチェンジする必要があります。残

すべきものは残し、新しいものを取り入れ、変えるべ

きものは変える勇気が必要な時であります。今、私た

ちは 2 つの危機に直面しています。新型コロナウイ

ルス感染拡大という目の前の危機と将来を脅かす地球

温暖化という危機です。コロナゼロの為のロータリー

としてやるべきことは何か？カーボンゼロを目指す時

代にロータリーはどのような奉仕が出来るのか２７６

０地区として考え、行動に移したい」と、おっしゃっ

ています。そこで、沓名ガバナーが示された地区方針

は「チェンジロータリー 新時代への成長に」とし、

コロナゼロ・カーボンゼロの支援。そして行動指針と

して「人類の危機を救うロータリーになろう」と提唱

されました。 
会員増強についてですが、近年の会員減少の危機感

から会員増強の重要性を念頭に行動方針「一人が一人

以上の人に声をかける」を示されました。特に女性は

声がかからない人が多いと聞きます。地区の６％の女

性の比率を８％に引き上げたいと考えます。また若い

人の入会も重要です。ローターアクト、学友を活用し

ていきます。衛星クラブの設立にも力を入れていきた

いと考えます。会員増強と同じく重要視すべきは退会

防止です。その最たるものとしては高齢会員であり、

生涯ロータリアンという人が減ってきたことは非常に

残念なことです。生涯ロータリアンになってもらう方

策をクラブで考えてほしいと思います。また、入会 3
年目の新会員の退会防止についても合わせて考えてほ

しいと思います。 
・地区会員増強委員会に卓話を依頼し、会員増強につ

いてクラブ全員が共有する。 
・クラブ会員増強委員長の任期を 2 年にして、継続

的な勧誘をしていく。 
以上のことを考えて頂き、会員増強の強化をお願い申

し上げます。 
会員増強とも密接に関係していますが、本年度はロ

ータリー奉仕デーとして、コロナゼロ・カーボンゼロ

への奉仕活動を推進していただきたいと思います。す

でに WFF（ワールドフード+ふれ愛フェスタ）は、

ロータリー奉仕デーと位置づけられておりますが、本

年度は IM（インターシティミーテイング）もロータ

リー奉仕デーと位置付けていただきたいと思います。

2760 地区の全会員４７００人に配布しましたコロナ

ゼロ、カーボンゼロ支援のバッジを是非身に着けて一

年間活動していただき、ロータリーがコロナゼロ・カ

ーボンゼロ支援及び奉仕活動を強く推進している団体

であることを、対外的に様々な場で発信していただき



  

たいと思います。これからのクラブの奉仕事業のあり方

は、積極的に合同・共同で他の組織や他クラブとも取り

組んでいただきたいと思います。外向きのインパクトの

ある奉仕事業を計画し、地域に貢献しながらロータリー

の公共イメージを高めていきましょう。そしてそれを、

会員増強にも繋げていきましょう。そのためにはクラブ

の奉仕活動委員会を今までにない重点組織として位置付

け、クラブの会員増強委員会・奉仕活動委員会・公共イ

メージ向上委員会などを、単年度制にこだわらず複数年

で育成をしていただきたいと思います。 
本年度 IM についてですが、来年 2022 年 3 月 12 日土

曜日に名古屋市東区のメルパルク名古屋におきまして、

「地球を救うために地域の環境をよくしよう 〜カーボ

ンゼロへの取り組み〜」をテーマに開催させていただく

予定です。沓名ガバナーは、人類の危機を救うためにカ

ーボンゼロ支援を掲げましたが、各地域のロータリーク

ラブがそのような事業に取り組むことで、地域の環境を

よりよくし地球を救うことに結びついていくと考えま

す。そこで、IM の中で各クラブが考えるカーボンゼロ

への取り組みなどを発表していただきたいと思います。

カーボンゼロへの奉仕活動を広く捉えていただき、地域

環境の保全や改善などの環境奉仕事業への取り組みでも

かまいません。今後そういった事業への取り組み予定が

無いというクラブ様におかれましても、クラブとしてど

のように考えるのかを議論していただき、構想でも結構

ですので各クラブ様 7 分程度の発表をしていただきたい

と思います。改めてご案内をさせていただきますが、11
月末頃までにはその発表の資料をご報告いただきたいと

思います。東尾張分区、他クラブの参考になると思いま

すので、是非ともご協力下さいますよう宜しくお願い申

し上げます。 
IM の特別講演としまして、2014 年ノーベル物理学賞を

受賞された天野浩氏をお招きし、「昨今の半導体不足と電

力消費削減のためのワイドギャップ半導体の役割」とい

う世界最先端のテーマで講演していただきます。先生の

発明によって開発された LED ライトが、省エネルギー

に特別の効果をもたらしたことは皆さまご存知のことと

思いますが、現在産業の米とも言われています半導体

は、世界的な開発競争や各国の覇権争いを起こしていま

す。効率の良い半導体が実用化されると、日本だけで年

間、原発４基分の省エネになり、二酸化炭素の排出量が

約 1000 万トン削減されると予想されています。そのよ

うな世界的に桁違いの影響を及ぼす革新的な研究を講演

していただきます。現在天野先生は、名古屋大学特別教

授、名古屋大学未来材料・システム研究所未来エレクト

ロニクス集積研究センター長・教授、名古屋大学赤﨑記

念研究センター長などを兼任されております。詳しくは

講演前に、天野先生のホームページをご参照いただける

と幸いです。 
合同事業についてですが、ロータリー奉仕デーとして

他団体や、2 クラブ以上での合同事業にもお取り組みを

いただきたいと思います。予算・事業計画の問題や単年

度制という枠組みの中で、様々な問題もあり、これを実

行することは難しい点があることは十分承知しておりま

す。具体的には、同一市内クラブ・親子クラブ・兄弟ク

ラブなど、我々であれば分区内の 12 クラブで行うこと

が望ましいように思いますが、次年度に向けてでも結構

ですのでクラブ内でもう一度ご一考いただきたく存じま

す。 
第 9 回ワールドフード+ふれ愛フェスタ（WFF）に

ついてですが、各クラブにおかれましては、既にＷＦ

Ｆ開催に向けてご協力をいただいているところではご

ざいますが、8 月 3 日のＷＦＦ実行委員会にて、新型

コロナ感染症の感染状況をかんがみると、10 月 9 日

10 日の開催は断念せざるを得ない状況との判断に至り

ました。ただ、今年度内には延期開催させていただく

前提で開催方法を模索してまいりますので、その折に

はよろしくお願い申し上げます。既にご予約申し込み

いただきました広告協賛およびチケット購入につきま

しては、一旦キャンセルとさせていただきます。第 7
回目は台風で、第 8 回目のフェスタはコロナ禍で中止

となっております。実行委員長の神野パストガバナー

は、3 度目の正直で何とか開催して委員長を終わりた

いとのお言葉を何度もお聞きしております。この事業

は、日本でも他の地区にない世界でも注目の特別奉仕

イベントになっており、皆様には是非ご協力をいただ

き成功させたいと願っております。テーマは、「ゼロ

ミッション～ゼロへの行動・より良い未来へ～コロナ

ゼロ・カーボンゼロ・ポリオゼロ」を掲げ、ロータリ

ーの公共イメージ向上と共に医療従事者への支援と感

謝・ポリオの根絶・カーボンゼロの推進を 3 本柱とし

た事業になっております。場所は名古屋栄の久屋大通

り公園にありますエンゼル広場・エディオン久屋広場

になります。例年の会場より南側に移動し、松坂屋前

の公園に変わっております。会場を多くのロータリア

ンであふれさせたいと願っております。 
WFF を延期開催の前提で WFF の協賛チケットにつ

いてですが、開催の折にはお 1 人様 2 枚以上を目標に

是非ともご購入をお願いしたいと思います。変更後の

チケットの申し込みや代金お振込みの期日などは改め

てご案内をさせていただきます。チケットをご本人が

利用できない時には、ご家族やお知り合いの方々にプ

レゼントしていただき、この事業をより盛大にしてロ

ータリーの公共イメージを高めていきたいと思います

ので宜しくお願い申し上げます。もし最終的に中止に

なりましたら、チケット代や広告協賛金もすべて必要

経費を差し引いた残金をお返しする予定になっており

ます。 
WFF 関連の話ばかりで申し訳ありませんが、第 7

回 WFF の収支決算につきまして、残金について疑問

に思っている方々が少なからずお見えになるようで

す。この収支決算報告につきましては、2019－20 年

度のガバナー月信最終号の 85 ページに掲載してあり

ます。収支決算報告の支出の部の下から 3 段目の基金

引当金の項目に 1645 万 3519 円が計上されていま

す。また、このお金は今回の第 9 回 WFF で運用する

予定になっております。沓名ガバナーの方針と致しま

しては、本年の開催でできる限り残金を残さないよう

にしたいとおっしゃっております。色々とご迷惑をお

掛けしますが、何卒ご理解の上ご協力下さいますよう

宜しくお願い申し上げます。 
WFF 関連では最後の話になりますが、今年度は「カ

ーボンゼロ」のガバナー地区方針にのっとり、各クラ

ブ 1 本の植樹をＷＦＦ事業の一環として実施予定で

す。実施時期はＷＦＦ開催に合わせて考えております
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ニコボックス報告 
2021 年 8 月 18 日例会 
梅村邦雄ガバナー補佐、横山真喜男地区副幹事、奥田桂分

区幹事、伊藤敦司分区副幹事の皆様、ようこそ瀬戸にお越し

頂きました。本日は宜しくお願い致します。会長 鈴木政成、

幹事 松本哲也 

本日はコロナ禍の中、来訪させていただき誠にありがとうござ

います。ガバナー補佐訪問精一杯努めさせていただきますの

で、最後のクラブ協議会まで宜しくお願い申し上げます。ガバ

ナー補佐 梅村邦雄 

本日は梅村ガバナー補佐のお供で参りました。よろしくお願い

いたします。地区副幹事 横山真喜男 

誕生日をお祝いいただきありがとうございます。お薬手帳を持

ち歩く年頃になりました。刑部祐介 

55 才になりました。今後ともロータリーがんばります。よろしくお

願い致します。大澤英雄 

妻の誕生日をお祝いいただきありがとうございます。大澤英雄 

所用の為、早退します。青山貴彦 

梅村邦雄ガバナー補佐の卓話を楽しみにしています！ 

青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、刑部祐介、梶野輝

雄、勝谷哲次、加藤克己、加藤克己(2021)、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、亀井勝、小林稔、鈴木伸、鈴木光

彦、高橋信郎、田中靖達、寺田悟、野田由紀子、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 

大澤英雄 

卓 話 
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が、植樹場所・木の種類などはご相談させていただきま

す。費用につきましては、基本的に地区（ＷＦＦ）負担

とさせていただきます。新型コロナウィルス感染症の再

度の拡大により、難しいクラブ運営が予想される中では

ございますが、引き続き地区事業にご協力賜りますよう

宜しくお願い申し上げます。 
奉仕活動のための組織づくりですが、国際ロータリー

が 2015 年の理事会決定により大きく舵を切り、「見え

る奉仕・汗をかく奉仕により、ロータリーの公共イメー

ジと認知度の向上をはかることにより、会員拡大や支援

者の充実を目指すべきであり、そして更にロータリー財

団の活用により、クラブが地域の他団体と共に地域から

注目される規模の大きい奉仕活動をすることや、世界の

ロータリアンが結び合いながら奉仕活動をすることがロ

ータリーの目指す世界であると方向性を強く発信されま

した。2760 地区におきましても同様であります。メン

バーとの親睦を図りながら、従来までの内向きであった

事業をより外向きへの事業へと改革していっていただき

たく思います。地域に対してインパクトのある事業を実

施し、積極的にロータリーの公共イメージを発信してい

くことが、自らのクラブはもとよりロータリークラブ全

体の発展に繋がると考えます。その為にも重点的に奉仕

活動委員会に人員を配置して、次年度以降に向けて組織

的に活動できる地盤ができるように議論を重ねていただ

きたいと思います。 
続きましてロータリーイメージの向上についてです

が、せっかく地域のためになる良い奉仕活動を行うので

あれば、その地域の方々にも広く認知していただくべき

であります。その為には事業を実施する前にプレスリリ

ースなどを行い、地域の新聞記事などに取り上げてもら

えるように、クラブ自ら積極的にメディアに発信してい

かなければいけないと思います。今まで以上に広報活動

に力を入れていただきますようお願い申し上げます。ま

たその為にも地区の公共イメージ向上委員会もご活用い

ただきますよう宜しくお願いします。 
本年度の地区大会ですが、2021 年 11 月 6 日と 7 日

の 2 日間の土日で開催を予定しております。1 日目は名

鉄グランドホテル、2 日目は名古屋国際会議場で開催さ

れ、金山総合駅から国際会議場までシャトルバスを運行

する予定です。ホストクラブは名古屋錦ロータリークラ

ブ様になります。コロナ禍ですがワクチンの接種もおお

よそ完了して何の問題なく開催できることを期待してお

ります。大会登録料につきましては、会員は 12000 円・

ご家族は 6000 円となっており、登録及び送金の期限は 8
月 31 日なっております。是非とも多くの登録を宜しくお

願いいたします。 
国際大会ですが、2022 年 6 月 4 日～8 日の予定で開催

されます。開催場所は、アメリカのヒューストン、ガバ

ナーナイトは初日の 6 月 4 日開催予定です。こちらもコ

ロナ禍の影響によって開催のハードルが高くなるかもし

れませんが、参加できる方は早めのご登録を宜しくお願

い申し上げます。 
 
 

米山奨学生 

タイ・リンさんからのご挨拶 
 

 
 

皆様、おはようございます。今日は例会に参加させていただき

ありがとうございます。そしてお世話になります。 
最近は夏休みになりました。ずっと家で絵を描いています。 
今年の展覧会の作品を描いています。皆さんもどうぞお越しく

ださい。 


