
本日のプログラム
2022 年７月 6 日 (水)

通算第 3011 回例会

前年度 最終回

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

会長 牧オサム君「会長所信表明」

幹事 加藤克己君「年度のはじめに」

第３０１０回例会 会長挨拶 鈴木政成君
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前回例会 記録
2022 年 6 月 22 日第 3010 回例会

・場所 瀬戸商工会議所

・出席報告５７名 出席会員４５名

当日出席率 78.84％

・行事

・入会式  小野隆浩君

・本人誕生日

  澤田武憲君 戸田由久君

・夫人誕生日

   梶野輝雄君ご夫人かな江様

・結婚記念日

  伍春加藤克己君

・卓話

会長 鈴木 政成君

「年間回顧」

皆さん、こんにちは。本日の例会は第 3010
回、本年度 36 回目の例会でございます。

いよいよ本年度、最後の例会となりました。

本日は後ほど、新たな会員としてお迎えす

る小野隆浩君の入会式がございます。皆さ

ん、よろしくお願いいたします。さて、先日、

私は瀬戸市が連携協定を結んでいる九州

熊本の天草市に行ってまいりました。そのこ

とについてお話ししたいと思います。皆さ

ん、加藤民吉という人物をご存知だと思い

ます。民吉は、江戸時代に瀬戸ではできな

かった磁器の製法を学ぶため九州に行き、

瀬戸にその製法をもたらせてくれた方でご

ざいます。今年は、加藤民吉が生まれて生

誕 250 年という大きな節目になります。毎

年９月に行われる瀬戸物まつりはこの加藤

民吉を祀った窯神神社の祭礼であります。

さて、その民吉は江戸時代後期、尾張藩の

命を受けて磁器の製法を学ぶ為に九州に

出かけ、その時、最初に向かった先が天草

でした。本命の有田には入ることができず、

３年かけてお隣の長崎県の佐々と天草で

修業をして帰ってまいりました。その後、皆

さんご存知の通り、瀬戸は陶器と陶磁器の

町として繁栄していったことはご承知の通り

です。江戸時代は関所が厳しく、藩を越え

ての行き来が自由にできないときに、民吉

が近場ではない九州の果てまで出かけて

いき、色々と動き回って、色々な技術を学

んで帰ってきたということに、実は影の立役

者がいらっしゃいました。その方の名前は

天中和尚といいまして瀬戸の菱野出身で

す。この方が熊本天草の東向寺の和尚で

ございました。この天中和尚が民吉に窯

元を紹介してくれました。そして、長崎各

地の曹洞宗のお寺の仲間に窯元を紹介

してくれるように頼んでくれたということで、

天草から島原半島の長崎県の佐々までた

どり着けたそうです。先日、この天中和尚

にゆかりある東向寺を訪ねてまいりまし

た。立派なお寺の本堂の前に天中和尚と

民吉の２人を讃える謝恩の碑がございまし

た。この碑は昭和 35 年瀬戸から送られ、

裏に記された建設員の筆頭に瀬戸ロータ

リーの大先輩、加藤政良さんの名前があり

ました。この昭和 35 年には瀬戸商工会

議所と天草商工会議所が姉妹提携を結

んでおります。こういったことが礎となって

瀬戸の産業は隆盛期を迎えており、今の

瀬戸があると実感しました。飛躍しますが

ガイガンディカーのロータリー通解の「入り

て学び、出でて奉仕せよ」の言葉を思い

出しました。ロータリーで学んだ奉仕の気

持ちでもって、瀬戸の為に色々骨折りい

ただいたと理解しました。私も今、歴史あ

る瀬戸ロータリークラブに在籍させていた

だき、仲間と友情を深め、奉仕の心をもっ

て地域社会に奉仕する気持ちこそがロー

タリークラブに在籍する一番の理想ではな

いかと改めて実感しました。一年間、本当

にありがとうございました。

例会予定
7 月 13 日（水）

社会奉仕委員長 高橋信郎君

プログラム委員長 刑部祐介君

「本年度の方針」

7 月 20 日（水）
休 会

7 月 29 日（金）
※7 月 27 日（水）の例会変更

親睦夜間例会

於：木曽路瀬戸店

入会式 小野隆浩君



「一年を振り返って」

2021-22 年度会長 鈴木 政成

「共につくろう 魅力あるロータリー」を基本方針に今年度

瀬戸ロータリークラブの会長を努めさせて頂きました。しか

し、この一年間を振り返ってみますと新型コロナウィルス感

染の第 5波と第 6波に翻弄された一年であったように思いま

す。ロータリーの基本である例会を 36 回予定しておりました

が、結果として例会取消が 5回、食事なしの短縮例会が 8

回、ウェビナー方式の例会（ＩＭ）が 1回となり、合計しま

すと全例会の 4割近くに及びました。それにもかかわらず、

各委員会の皆さんには臨機応変に対応頂き多くの事業を行な

うことが出来ました。またコロナ禍の一年を通じて例会や委

員会事業が原因の感染拡大が無かったことは皆さんのご理

解・ご協力あってのことと心から感謝申し上げます。

さて、具体的な事業についてですが、私が会長方針に掲げ

させて頂いた四つのテーマ ①例会 ②親睦 ③奉仕 ④戦

略に絞って述べさせて頂きます。

一つ目はロータリーの基本でもある例会です。「新型コロ

ナウィルス対策による例会開催方法」を初めに決めさせて頂

き、食事会場を例会場とは別の場所でマイアミさんに設営を

お願いし、アクリル板などの感染対策もしっかりして頂くよ

う委員会でお骨折り頂きました。その結果、安心して食事を

して頂ける例会が実現し、しばらく出来なかった外部講師に

よる卓話もお願いが出来ました。運営面においても例会関連

委員会が連携、協力し限られた人数の中で円滑に運営して頂

きました。また当初の事業計画にはありませんでしたが、例

会の取消や食事を取らなかった例会活動費（食事代）を、コ

ロナ禍で生活に困窮する子供達のための「瀬戸市子どもの

卓 話

ラム

2022～2023 瀬戸ロータリークラブ 会報

今・未来応援基金」とウクライナへの人道支援としてロータ

リー財団の災害救援基金に寄付させて頂くことが出来まし

た。対面での奉仕活動に制約がある中、タイムリーな人道奉

仕が出来たように思います。

二つ目に親睦ですが委員会には変更につぐ変更が多く、大

変ご苦労頂きました。年度始めの 7 月と終盤 6 月の会員交流

会の他にも対象は変わりましたが、結果的に 12 月にも会員交

流会ができ、交流の場を通じ会員相互の融和や連帯をはかる

ことが出来ました。どの会場も感染対策のしっかりした場所

で、交流のルールもしかり定めて頂いたお陰で安心して皆さ

んが集うことが出来たように思います。また、現地の感染拡

大で中止となりました諏訪御柱祭の会員交流会ですが、諏訪

ロータリークラブとの交流も楽しみにしていただけに大変残

念でした。委員会の皆さんには本当にご苦労かけました。

三つ目に奉仕ですが、奉仕プロジェクト委員会の皆さんに

は 3 月 19 日に向け、年度当初より子ども陶芸展の入賞作品の

CG 化や第 3回 Rotary Youth Computer Graphics Award の作品

募集、講演会の講師の人選などしっかり準備頂き、ポスタ

ー、チラシまで刷り上がった段階での中止となり本当に悔や

まれる結果となりました。しかし、CG 動画や講演動画のビデ

オを教育委員会経由で瀬戸市内の全ての小中学生約 9,000 人

に見てもらえたことは大変良かったと思います。このビデオ

が次世代を担う子供達の「大きな夢の実現へ」のきっかけに

なることを期待したいと思います。

四つ目の戦略ですが、委員会において瀬戸ロータリークラ

ブ学友会（仮称）の設立について次年度中に設立が出来るよ

う筋道をつけて頂きました。長年の懸案であっただけに意義

のあるファーストステップになったように思います。

以上今年度もコロナ禍に翻弄されながらの一年でした。全

ての事業について言い尽くせませんが、どの委員会もこのよ

うなコロナ禍にあっても事業に対し前向きに取り組んで頂

き、すばらしい成果を上げて頂きましたことに対し感謝申し

上げます。一年を終え振り返ってみますと、行動や活動に制

約のあるコロナ禍だからこそ逆に見えてきたロータリーの魅

力やロータリアンであることの喜びが再認識できたように思

います。色々至らない点も多々あったかと思いますが皆さん

の友情に助けられ無事に運営が出来ましたこと、心よりお礼

申し上げます。とりわけ松本哲也幹事には本当にお世話にな

りありがとうございました。次年度牧 オサム会長、加藤克

己幹事のご活躍を心よりご期待申し上げます。

ニコボックス報告
2022 年 6 月 22 日例会
今年度も最終例会となりました。一年間大変お世話になりありがとうございま

した。今日は「年間回顧」の卓話をさせて頂きますので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

小野隆浩君の入会を心より歓迎致します。これからは同じロータリーの仲間

として宜しくお願いします。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也

お誕生日をお祝い頂き有りがとうございました。おいしく頂きました。 6 月は

所用が重なり出席出来ませんでした。すみません。野田由紀子

誕生日をお祝いいただきありがとうございます。今年もがんばります。澤田武

憲

誕生日をお祝い頂きありがとうございました。戸田由久

誕生日をお祝い頂きありがとうございます。藤井源成

妻の誕生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

結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございました。伍春加藤克己

鈴木政成会長、松本哲也幹事、一年間ご苦労様でした。思う通りの一年で

はなかったでしょうが、何はともあれお疲れ様でした。寺田悟

小野隆浩君の入会をお祝いして。勝谷哲次

小野隆浩君、入会おめでとうございます。君なら直ぐに優秀なメンバーとし

て活躍出来ると思います。頑張って下さい。寺田悟

なんとか終えることができました。鈴木会長およびクラブの皆様ありがとうござ

いました。山内敏也

6 月 17 日無事退任いたしました。水野和郎

大変お世話になりました。ありがとうございました。大原道夫

うれしい事がありました。佐野一二

どえらいうれしい事がありました。佐野一二

会長 鈴木政成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、勝谷哲次、加藤克弘、加藤定江、加藤捷、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、小林稔、近藤三博、

佐藤亜矢子、澤田武憲、鈴木伸、高橋信郎、田中靖達、牧オサム、松村

晋也、山口記由、山本英雄

小野隆浩君、入会おめでとうございます！

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、加藤克弘、伍春加藤克己、加藤定江、加藤捷、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、小林稔、近藤

三博、佐藤亜矢子、澤田武憲、鈴木伸、鈴木紹陶武、高橋信郎、田中靖

達、平松啓、牧オサム、増岡錦也、松村晋也、山口記由、山本英雄

今年度理事・役員・委員長を終えて

鈴木政成、松村晋也、牧オサム、青山稔、松本哲也、伍春加藤克己、勝

谷哲次、井上伸也、高橋信郎、山内敏也、鈴木伸、江坂正光、山本英

雄、大原道夫、小林稔、加藤陽一、加藤眞言、大澤英雄、田中靖達
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