
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2022 年 3 月 30 日 (水) 

通算第 3001 回例会 

本年度 第 27 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 

・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 

クラブ戦略委員長 山本英雄君 

演題：「クラブ活性化を目指して～ 

21-22 クラブ戦略委員会★報告」 

 

 

 

 

   

 

    
 

 

 

第３０００回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２２年３月３０日発行  第２８１８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 
2022 年 3 月 16 日第 3000 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告５５名 出席会員４１名 当

日出席率 74.54％ 

・行事 

・マルチプル・ポールハリスフェロー

(+2）ピンバッジ授与 藤井源成君 

・本人誕生日 

    鈴木伸君 

・ご夫人誕生日 

     加藤唐三郎君ご夫人みどり様 

・結婚記念日 

     牧オサム君 加藤捷君 

    梶野輝雄君 寺田悟君 

    小池芳樹君 玉井徹君 

    山本英雄君 

・卓話 

 会長エレクト 牧オサム君 

「ＰＥＴＳ報告」 
 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本日は、記念すべき

3000 回、本年度 26 回目の例会でございま

す。先輩たちに築いていただいた上での歴史

ある瀬戸ロータリークラブの 3000 回の例会と

なります。1000回前の 2000回の時はどうであ

ったかと申しますと、その時の 41代は、ここに

いらっしゃいます平松啓会長そして、寺田悟

幹事でした。その 2000 回の時に在籍してい

た方を調べてみますと、お二人の他に増岡名

誉会員も入れまして全員で 19 人合計 21 人

の方が在籍されております。その後 1000回を

重ねて、現在もロータリアンとして在籍されて

みえることは非常に価値があることだと思いま

す。1000 回後の 4000 回目は、今までより例

会の回数が減っていますので、年に 40 回の

ペースで 25 年かかります。今までの 1000 回

から 2000回は 21年、2000回から 3000回は

22 年ですが、これからの 1000 回は、多分 25

年ぐらいかかるであろうと思われるのです。こ

の 3 月 30 日に 89 歳のお誕生日を迎えられ

る亀井先生を最高齢として、今のメンバーで

4000 回の例会に何人に方が在籍しているか

シミュレーションしてみますと 18 名いらっし

ゃいます。そう思いますと、瀬戸ロータリーク

ラブもまだまだ安泰だと思います。 

さて、3 月 12 日、先週の土曜日に開かれ

ました東尾張分区のインターシティミーティ

ング「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～」ということ

で IM が行われました。当初はリアル開催の

予定でしたがコロナ禍のため、ウェビナ

ー方式で天野先生の記念講演をメインに

行われました。私が講演を聞いて実感し

たことは、2 年前の菅総理大臣は、2050

年にはカーボンニュートラルを実現する

ぞという宣言をされました。最近、風力

発電やＥＶのことを聞いてもなかなか実

感がありませんでしたが、天野先生のよ

うなノーベル賞受賞者の研究のお話を聞

いて、2050 年カーボンニュートラルの世

の中がくるぞと言われますと、夢のよう

な話も現実味のある話として受け止める

ことができました。石油から再生可能エ

ネルギーへの転換であるとか、半導体へ

の省エネ効果、自動車のＥＶ化など、ト

ータルに進んでいけば 30 年後にはカー

ボンニュートラルが現実のものになって

いくと実感できました。4000 回目の例会

で集まるときには、ほとんどの皆さんが

例会に EV でいらっしゃる時代になるの

ではないかと思うのです。その時には今

のメンバーも亀井先生ぐらいの年とな

り、皆さん頑張って健康でロータリアン

ライフを楽しむことができているのでは

ないかと天野先生の話を聞いて実感しま

した。皆さんはどのようにお感じになっ

たでしょうか。3000 回例会の会長挨拶と

させていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

例会予定 
 

4 月 6 日（水） 
瀬戸警察署 署長 小﨑文子様 

「市民と警察の連携」 
 

4 月 13 日（水） 
次年度会長 牧オサム君 

「次年度会長方針」 
 

4 月 20 日（水） 
次年度会長・幹事 

次年度クラブフォーラム 
 

前々回例会 記録 
2022 年 3 月 12 日第 2999 回例会 
東尾張分区インターシティーミーティング 

ホスト:瀬戸北ロータリークラブ 

場所:瀬戸蔵 (ウェビナー方式) 

 

 

３０００回 記念例会 
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ニコボックス報告 
2022 年 3 月 16 日例会 
牧オサム君の卓話を楽しみにしています。次年度の御活躍を期

待しています。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

卓話をさせて頂きます。よろしくお願いします。牧オサム 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。鈴木伸 

家内の誕生日をお祝い頂き有難うございます。加藤唐三郎 

結婚記念を頂きありがとうございました。もうすぐ４０年です。たぶ

ん！牧オサム 

結婚記念日を祝って頂いて有難うございます。加藤捷 

結婚記念日を祝っていただきましてありがとうございます。梶野輝

雄 

５１年を迎える事が出来ました。家内が丈夫なので助かります。ま

だまだ続くように健康に留意して行きたいと思います。寺田悟 

結婚記念日をお祝いいただきありがとうございます。小池芳樹 

結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。あと数年で金婚式

です。玉井徹 

お祝いいただき有りがとうございます。何年なんだろう。山本英雄 

久しぶりに出席します。加藤五津美 

嬉しい事がありました。加藤捷 

先月９３歳にて生涯を終えた母に対して賜りましたご厚情に深謝

申し上げます。ありがとうございました。無事に送ることが出来ホッ

としています。小林稔 

会長エレクト 牧オサム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、刑部祐介、梶

野輝雄、加藤五津美、加藤一夫、加藤克弘、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、金谷康正、草野真吾、小池芳樹、小林稔、近藤三

博、佐藤亜矢子、鈴木伸、田中靖達、玉井徹、寺田悟、戸田由

久、野田由紀子、平松啓、松村晋也、山本英雄 

卓 話 

;etラム 
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会長エレクト 牧オサム君 

「ＰＥＴＳ報告」 

   

皆さんこんにちは。次年度会長を仰せつりました牧オサムです。よ

ろしくお願いします。 

さて今日は先般 3月 5日に名古屋観光ホテルで開催された 2760

地区 2022 年〜23 年度の会長エレクト研修セミナーの報告をさせて

いただきます。PETS とはプレジデント エレクトト レーニング セミナ

ーの略で次期会長として必ず受けなければならない必須条件の 1

つの研修でありました。これ以前に 2回、地区 RLI会長エレクト研修

会が 10月 3日と 11月 21日に開催され参加してきました。いずれも

ほぼ 1 日缶詰で研修するという非常にハードなもので、歴代の会長

も、受けて来られたんだなぁと皆さまの大変さを改めて感じました。瀬

戸北ロータリーの会長エレクトは奥田桂君で、実は彼の家は我が家

のほぼ隣と言うことで、彼の車に乗せてもらい土曜日の朝早くから名

古屋観光ホテルへと向かいました。参加者は会長エレクト 80 何人+

担当の地区委員・役員等が集まり 150人ぐらいでしたか、割とみっち

り押し込められたような感じではありました。これは相当密だなぁとは

思いましたが、参加者の年齢からすると間違いなく 3 回目接種をし

た人ばかりの集まりなので、仕方ないのかなぁと思いました。 

 10 時より会が始まり、初めに沓名ガバナーより挨拶があった後、直

地区研修リーダーの伊藤靖祐君の挨拶、そして篭橋次期ガバナー

より地区方針が語られました。 

篭橋エレクトのお話をご報告します。最初は国際ロータリーの会長

ジェニファー・ジョーンズさんの紹介でした。国際ロータリーの長い歴

史の中で初めての女性会長であり、エレクトの語られた話ですと、か

なり大柄で迫力を感じる人だと言うことです。カナダのトロント出身で

バリバリのロータリアンだそうです。 

そのジェニファー会長のビデオレターが流され、会長のメッセージ

が強く発表されました。それはＩＭＡＧＩＮ ROTARY (想像してくださ

い、私たちがベストを尽くせる世界を。想像してみてください)です。

これからのこと、次の世代のこと、いろんなことを想像してみましょ

う。私たちがそこでベストを尽くせることを今想像してみましょう。と

いうことです。そして、その方針をマークと色で表現をしています。 

 まず色ですが、太陽のようなマークとＩＭＡＧＩＮ ROTARY のロゴ

の紫色はポリオを表しています。そして緑は環境を、バックの白は

平和を表しています。この太陽のようなマークの周りの 7 つの点は

人々、また、ロータリーの重点分野を表しています。それは 1.平和

構築と紛争予防 2.環境保全 3.地域社会の経済発展 4.基本的

教育と識字率向上 5. 疾病予防と治療 6.水と衛生 7.母子の健

康を表しています。そして DEI 推進を基本とします。Diversity とは

多様性、 Equity は公平さ。  Inclusion は開放性です。これからロ

ータリーの基本方針につながります。まさに昔のロータリーの 1 業

種 1 人は多様性の事でしたが、それ以上にいろんな方にも声をか

け、特に女性へのエンパワーメントを応援するとのこととなります。

歴代初の女性会長に期待をしましょう。 

その後、分科会として東尾張分区会議もあり自己紹介、日程調

整などをしました。 
 

第 3 回 Rotary Youth Computer Graphics Award     

日時 2022 年 3 月 21 日（月・祝）   

場所 デジタルリサーチパークセンター 
☆講義課題作品 表彰 

（１） 特別賞  寺田 竣也さん  

（２） 特別賞  神田 美羽さん  

（３） 特別賞  富永 菜鼓さん  

（４） 特別賞  木村 舞さん  

☆コンテスト応募作品 表彰 

（１） 最優秀賞 細見 康士郎さん   

（２） 佳作    小川 琴香さん 

    
 

 
 


