
本日のプログラム
2022 年 4 月 6 日 (水)

通算第 3002 回例会

本年度 第 28 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

・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

瀬戸警察署 署長 小﨑文子様

「市民と警察の連携」 第３００１回例会 会長挨拶 鈴木政成君
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２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区

前回例会 記録
2022 年 3 月 30 日第 3001 回例会

・場所 瀬戸商工会議所

・出席報告５５名 出席会員４2 名

当日出席率 76.36％

・本人誕生日

    加藤克弘君 亀井勝君

    加藤一夫君

・卓話

クラブ戦略委員長 山本英雄君

「クラブ活性化を目指して～

21-22 クラブ戦略委員会★報告」

皆さん、こんにちは。本日は第 3001

回本年 27 回目の例会でございます。

本日はゲスト、ビジターともにございま

せん。まん延防止等重点措置が解除と

なり 1 月 21 日以来久しぶりの食事の

ある例会です。このまま、非常時に戻ら

ずに例会ができることを願うばかりでご

ざいます。３月も明日１日を残すだけと

なりました。3 月 22 日は、国連が定め

た「世界水の日」であることから、ロータ

リーでは 3 月は、水と衛生月間として

おります。世界の人口が約 80 億人と

いわれる中で、約４分の 1 の 20 億人

が自宅できれいな水を飲むことができ

ないという現実があります。我々の日常

では考えられないことですが、それが

現状ということです。瀬戸市では、昭和

8 年に馬ヶ城浄水場が完成して以来、

上水道が発達し、きれいな飲み水の恩

恵を受けております。その時の写真を

見ますと、今の瀬戸蔵の前、当時はそ

の場所に市役所があり、市役所前の瀬

戸川に作り物のくじらを泳がせて通水

を祝ったと記録が残っております。その

当時、水道からきれいな水が飲めると

いうことがいかに市民の念願であったこ

とを知ることができます。先日の 3 月

16 日深夜に宮城県、福島県で震度 6
強の地震が発生いたしました。その

時、7 万戸の家が断水したと聞いてお

ります。福島県では、一週間経っても

100 戸以上の家に断水が生じていたと

考えますと、日本でも災害が起きれば

すぐに水が止まるということをこの機に

再度認識しないといけないと思いま

す。これが海外となりますと水の問題

は深刻です。ウクライナの人達は、食

べ物、電気、医薬品、衣料など色々な

ことに困っていますが、やはり、水の

問題で苦しんでみえると思います。ロ

ータリー財団の重点分野の中でも最

大規模の資金が、水と衛生のグロー

バル補助金として使われており、我々

ロータリーも水のことについては関心

を高く持って援助をしている実状でご

ざいます。この 3 月の水と衛月間にち

なんで、もう一度水のことに関心を持

っていただく機会になればと思うので

す。先ほど、ウクライナの話をさせてい

ただきましたが、ウクライナの人道危

機は深刻でございます。ロータリー財

団がウクライナ基金の人道支援の窓

口を設置しました。それに対して 2760
地区にも案内が届いております。こち

らは、財団も地区のほうも４月末までと

時間の猶予がございます。そして、財

団を窓口にするということはポール・ハ

リス・フェローへの寄付実績になるとき

いております。次回の理事会で理事

の皆さんにお伺いしながら、我々ウク

ライナへの人道的支援基金の義援金

をどのように集めていくのかお話しし

た中で、皆さんにご協力を賜りたいと

考えております。その節はまた、よろし

くお願いしたいと思います。以上、会

長挨拶でした。

例会予定

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

4 月 27 日（水）
休会



クラブ戦略委員長 山本英雄君

「クラブ活性化を目指して～

21-22 クラブ戦略委員会★報告」

今期もコロナ禍に翻弄される中、委員会が大所帯のた

め短縮例会などの警戒時期はさけて、正規例会に合わ

せ、3 回の委員会（内 1 回は書面）を開催し、①ロータリ
ーファミリー・学友会について ②65 年目以降の奉
仕事業についての 2 つのテーマで熱心な議論と情報交

換をいただき、何とか意見をまとめることができましたので、

委員会提言として報告させていただきます。

65 年目以降の奉仕事業については論点が広く、議論

の方向が絞りにくいため、現在の RI・地区の戦略計画を例

に挙げて、議論を始めました。本年度 2760 地区では RI

方針を踏まえつつ、「クラブの発展なくしてロータリーの発

展なし」を行動方針の最初にあげ、クラブの活性化の支援

のための「21-22 年度クラブ活性化セミナー」が開催されま

した。その内容は ◆RI 戦略計画 ４つの優先事項です。

RI はクラブの活性化、戦略計画としてロータリー財団

社会奉仕（奉仕プロジェクト） 公共イメージ向上 会員増

強の四つ優先事項を定め、その連携が必要だとしていま

す。ロータリー財団は会員からの寄付を安定した財源（補

助金）として、各クラブや地区が社会奉仕（奉仕プロジェク

ト）に活用し、その成果を公共イメージ向上に繋げることに

より、会員増強も進み、クラブの活性化に繋がる考えで

す。

それに対して、委員会での多くの意見は 4 つの優先事

項の連携を強調されるが、それぞれ設立の趣旨が違うの

で、それぞれの質を高めることがより重要である。又、新た

な事業を始めるということも大切であるが、これまで培って

きた財産を生かすことも重要である。国内・国外の他クラブ

との交流、ガバナー輩出に関連する経験等を活かし、現

在の会員構成で何ができるか模索し、発展させたいなどの

意見もあり、まずは

◇瀬戸ロータリークラブの現在地について話し合うこ

ととした。

会員動向については、ロータリークラブ全般と同様に減

少の傾向ではあるが、あくまで年齢等による自然減に

とどまっている。

（ちなみに 50 周年時から 60 周年時までの 10 年で

20 名以上の減少があるが、実際には 50 周年の

2009-10 年度に 8 名、翌年 12 名と合わせて 20 名、

50 周年の大きな節目を終えたタイミングでの退会が

主で、その後の今日まで増減はわずかな減少であり、

増員の年もある。） 瀬戸は長年の歴史と伝統あるクラ

ブへの愛着とステータスを大事にしているクラブであ

り、それは今も変わらず、コロナ下の中での出席意欲

からも伺える。会員増強も無闇に会員を増やすことよ

りも、会員の質こそ大切、ロータリーの魅力、意義を会

員一人一人が直接訴えかけていくことが質の高い増

強につながっていく考えが大勢である。

近年、クラブに大きな影響を及ぼしたのは 2015‐
16 年ガバナー輩出、地区運営である。地区運営スタ

ッフに限らず全メンバーがガバナーに同行し他クラブ

に訪問するなど、様々な角度から異なるロータリーの

運営や活動を知ることとなり、同時に瀬戸クラブにつ

いて見直す良い機会ともなった。それを契機に、その

後、多くの出向者を輩出することとなり、2760 地区と

の理解と信頼関係増すとともに、その成果をフィード

バックすることにより会員の意識高揚にもつながって

いる。

・近年行われている瀬戸ロータリークラブの対外的奉

仕プロジェクト事業

〇さくらんぼ学園 RCC（ロータリー地域社会共同隊）

2013-14～2018-19 年度

〇青少年対象 CG-KIDS 事業（瀬戸市共催）2019-
20～2023-24（予定）があり

これらは従来の社会奉仕活動とは異なる、行政や他

団体との共催や共同事業など RI プログラムにも沿っ

た事業にも変わりつつある。

2018-19 年度、インドネシア・スンタ・セントラル RC
と交流とグローバル補助金事業共同申請を行い、・承

認は得られなかったがグローバル奉仕活動の理解を

深めかけがえのないクラブの財産となった。

改めまして、以上の委員会での議論をテーマ別にまと

める。

➀ロータリーファミリーとの連携・学友会につい
て
瀬戸クラブは長年、米山奨学生、財団奨学生、青少

年交換、RYLA 等の青少年育成プログラムには積極

的に取り組んできており、その事業に愛着を持ってい

る会員も多い。せっかく関係を築いてきたので、一回

の事業で終わるのではなく、米山で発行している奨学

生便りのようなものを発行し、これを通じて当クラブを

好きになってくれて、いつでも訪れることができるとい

卓 話

ラム
2021～2022 瀬戸ロータリークラブ 会報
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ニコボックス報告
2022 年 3 月 30 日例会
クラブ戦略委員長 山本英雄君のクラブ活性化を目指した報告に

期待しています。宜しくお願いします。会長 鈴木政成、幹事 松

本哲也

久しぶりに卓話させていただきます。よろしくお願い致します。山

本英雄

56 歳になりました。相変わらず、バタバタと動きまくって参ります。

ありがとうございました。加藤克弘

誕生日を祝っていただき感謝。亀井勝

お誕生日をお祝い頂きありがとうございます。加藤一夫

クラブ戦略委員長 山本英雄君の卓話を楽しみにしています！

青山貴彦、青山稔、井上博、江坂正光、大澤英雄、大竹一義、大

原道夫、岡村肇、刑部祐介、梶野輝雄、勝谷哲次、加藤五津美、

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、亀井勝、草野真吾、小

池芳樹、小林稔、近藤三博、鈴木伸、玉井徹、寺田悟、戸田由

久、牧オサム、松村晋也

卓 話

ラム
2021～2022 瀬戸ロータリークラブ 会報

った繋がりを持てるとよい。

特に米山奨学生事業は近年、毎年のように受け入れを

行っており、韓国国際大会のガバナーナイトの際、米山

奨学生が手伝ってくれ、親しみの持てる有意義なものとな

った。連絡を取り合う状況を作っておいて、何かの機会で

共に活動ができれば、奉仕活動もロータリーライフもより

豊かなものとなる。

近年、このような機運は高まっており、前々期 2019-20
年度、前期 2020-21 年度事業計画にも、ロータリーファミ

リーと連携を高め、懇親と交流を図る事業が予定されて

いたが、コロナ禍の影響で（直接顔を合わせる）交流活動

も難しくなっている。しかし、必要が認識されている今、こ

こで足踏みするのではなく、状況が変われば、すぐに活

動できるために枠組みとして学友会の設立を本年から
でも立ち上げるべき、と考えます。
②瀬戸クラブの今後の（65 年目以降を見据えた）奉
仕活動について

青少年対象 CG-KIDS 事業（瀬戸市共催）2019-20
年度周年記念事業～2023-24 年度（64 年目）まで継続

事業として行われる予定です。その 3 年後、おそらくアフ

ターコロナ、ウィズコロナの時代となり、我々を取りまく環

境も考え方も随分変わっていると思います。その時、ロー

タリーに求められる奉仕活動とはと考えるとき、従来通り、

地域の要望に即した社会奉仕事業を行っていくことは意

義のあることであるが、加えてより広い視野でロータリーク

ラブにしかできないことに目を向けることも必要と考えま

す。

2015‐16 年ガバナー運営年度を契機に、その後、加

藤パストガバナーはもとより、多くの出向者を輩出、今期

ポリオプラス・職業研修チーム青山貴彦君、来期 RYLA
田中君と 2 人委員長他にもメンバーが出向し、瀬戸クラ

ブと 2760 地区との理解と信頼関係も高めるとともに、RI、
地区のプログラムに参画、体験してクラブにフィードバック

してくれています。その影響もあり、2018-19 年度インドネ

シア・スンタ・セントラル RC とのグローバル補助金共同事

業は道半ばではありましたが、スンタ・セントラル RC メ

ンバーや地区担当者とともに事業を行う中よりグローバ

ル奉仕活動の理解を深め、（多くの初めての経験を得

て）大いなる可能性を感じることができました。それらも

踏まえ身近なところから職業奉仕を旨とする“I serve”、
外に向けていいことをしようという“We serve”のいずれ

かひとつに決めるということではなく同様に重視し、我々

瀬戸クラブが繋いできた多くの財産を蓄積、発展させ

て、地域に、世界に求められる奉仕活動を見極めてい

きたいと思います。

そして又、機会があれば、（60 有余年の伝統あ
るクラブが）未だ成しえていないグローバル事業
等にも取り組んでいくべきと考えます。以上、

2021-22 年度クラブ戦略委員会のメッセージとさせてい

ただきます。

3 月 31 日に瀬戸市教育委員会にて

・瀬戸市こども陶芸展入選作品ＣＧ動画

・「瀬戸っ子＠夢をかたちに」TARAKO さん講演

ビデオ贈呈式が行われ、瀬戸市小中学校に

寄贈しました。


