
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 12 月 8 日 (水) 

通算第 2991 回例会 

本年度 第 17 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   

2021 学年度米山奨学生 タイ・リン様 

「留学生学生生活で得たものや感じ

たこと」 

 

 

   
 

    
 

 

 

第２９９０回例会 ガバナー公式訪問合同例会 
 

２０２１年１２月８日発行  第２８１０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 11 月 30 日 第 2990 回例会 
・場所 せとしんエンゼルホール 

・ゲスト･ビジターの紹介 ・・・ 

RI第２７６０地区 ガバナー 沓名俊裕君 

RI第２７６０地区 地区幹事 細井英治君 

RI第２７６０地区 事務局長 本間育子君 

・4RC会長・幹事の紹介 

・出席報告 54 名 出席会員 30 名 

当日出席率 55.55％ 

・卓話        

RI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」 

 

 

ホスト会長挨拶  

瀬戸北 RC 会長 大橋孝志君 
 

  
 

皆さん、今日は。本日は、ＲＩ第 2760

地区沓名ガバナーをお迎えして、瀬戸

ロータリークラブ・尾張旭ロータリークラ

ブ・愛知長久手ロータリークラブ・瀬戸

北ロータリークラブ ４ＲＣ合同例会で

す。ホストクラブ会長として、4 クラブの

会長を代表して一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

新型コロナの感染者数は、全国的に

は昨年の 8 月以降最も少ないレベルで

すが、世界的には「オミクロン株」など新

変異ウイルスが猛威を振るい、まだまだ

予断を許さない状況です。 

岸田新政権は、新型コロナの感染拡

大の防止や「ウィズコロナ」のもとでの経

済社会活動の再開と次の危機への備

え、未来社会を切り開く「新しい資本主

義」の起動、それに防災・減災、国土強

じん化の推進など、4 つを柱に据えた新

たな経済対策を正式に決定しました。 

このような状況下の中、沓名ガバナ

ーをはじめ、第 2760 地区の皆様には

10月 5日の日程を延期して、地区大会

後に開催される「ガバナー公式訪問」で

はありますが、沓名ガバナーの 2021-22

年度における指針をしっかりと受け止め

ていただきたいと存じます。 

また、本日は名古屋テレビ放送様が

取材に来ておられます。本年度地区テ

ーマである『コロナゼロ、カーボンゼロ 

支援』についてロータリークラブとしての

活動の紹介をし、「ロータリークラブの公

共イメージアップ」を計るために、「ガバ

ナー 公式訪問」・「会長幹事懇談会」の

収録・報道されるということであります。 

【 ガバナー 公式訪問時の テレビ収

録 概要 】 

放映日 2022 年 1 月 2 日 土 午前 

7:25 〜 7:30 

番組名 メーテレ 名古屋テレビ放送 

「 サクセス 」 

内容  ロータリーの紹介と今年度の

方針（主に コロナゼロ、カーボンゼロに

ついてのお話し） 

正月早朝でありますが、ご家族の皆

様とともに是非ご覧になって頂きたいと

思います。当瀬戸信用金庫／エンゼル

ホールにて 4RC合同例会「ガバナー公

式訪問」が開催されますことに感謝を申

し上げ、幹事クラブ会長の挨拶といたし

ます。有難うございました。 

例会予定 
 

12 月 15 日（水） 
規定休日 

 

12 月 22 日（水） 
クラブフォーラム 

 

12 月 29 日（水） 
休会（年末年始） 
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会員交流会 

;et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 11 月 30 日例会 
沓名ガバナー、細井地区幹事、本間事務局長、本日は公式

訪問にようこそお越し下さいました。どうぞ宜しくお願い致しま

す。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

ガバナー 沓名俊裕君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、大原道夫、梶野輝

雄、加藤五津美、加藤克己(2021)、加藤光哉、加藤太伸、加

藤陽一、小林稔、鈴木伸、高橋信郎、田中靖達、牧オサム、松

村晋也、水野和郎 

 

卓 話 

;etラム 
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RI 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」 
 

 
 

2021-22 年度ガバナー沓名俊裕です。安城ロータリーク

ラブ所属です。 

今年度国際ロータリー会長はシェカール・メータ氏です。

インド西ベンガル州のカルカッタ-マハナガルロータリーク

ラブ所属です。ＲＩテーマは「SERVE TO CHANGE LIVES 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」、まず会員

増強に力を入れ、130 万人にするために一人が一人を入

会させようと言っています。また女性のエンパワメントに対

し、多様性・公平性・開放性に重点をおいた活動を勧めて

います。そして、ロータリー奉仕デーの実施です。第 2760

地区は日本でも知名度のある WFFを開催いたします。 

地区の方針は「チェンジロータリー 新時代への成長に

～コロナゼロ・カーボンゼロ支援～人類の危機を救うロータ

リーになろう」としました。コロナゼロ・カーボンゼロ支援に

重点をおいた奉仕活動をお願いします。コロナの影響で

個人、企業、地域が疲弊しています。カーボンゼロは CO2

排出をどのように食い止めるのか。目の前の危機の新型コ

ロナウイルス感染、長期的な危機の環境問題。この 2 つの

世界的な危機を救うロータリーになりましょう。ロータリーと

して何ができるのか、一人一人が意識をもって行動するこ

とが大切だと思います。 

行動方針として①クラブの発展なくしてロータリーの発展

なし。84 クラブが元気になるために地区は最善を尽くして

応援します。②チェンジロータリー。時代の変化に対応し、

外向きの奉仕活動ができるロータリークラブに代わることが

必要です。③会員の基盤を広げよう。地区の目標は 5,000

名です。特に女性会員を増やしましょう。④ロータリー奉仕

デーの実施。テーマはコロナゼロ・カーボンゼロ支援で統

一します。テーマを統一することで地域への認知度が高く

なり評価が向上します。WFF は延期になりますが、ロータリ

ーのイメージ向上には非常に意味のあるイベントですので

必ず実施いたします。⑤ロータリアンとしての誇りを高めよ

う。ロータリーの重点項目の活動を、財団の補助金を利用

し、よりインパクトのある事業をし、世界に社会貢献できるロ

ータリーになりましょう。それがロータリーブランドの向上に

つながります。⑥ロータリーファミリーとの連携を強化しよ

う。若い人たちと交流し、若い力でロータリーを活性化しま

しょう。⑦ロータリー賞・ガバナー特別賞にチャレンジしよ

う。⑧国際大会へ参加しよう。6/4～6/8、ガバナーナイトは

6/4です。是非登録をお願いします。 

最後になりましたが、ロータリーゼロバッジを常時着用し、

We are Oneで一丸となっていきましょう。 

 

 

 


