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２０２０年（令和２年） ７月２日  (木 )  晴れ  第２６８０回（当年度第１回）例会  
 

            
 

点 鐘                    加藤 義晴君 

司 会             ＳＡＡ    倉知 正憲君 

国家斉唱                     「君が代」 

ロータリーソング斉唱           「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和 

－ 言行はそれに照らしてから － 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めか 

４．みんなのためになるかどうか 

ゲスト及びビジター紹介    

米山奨学生 サマンサ ウン ムン イ君 

 

 

 

                    ようこそ！ 

                    ロータリークラブへ！ 

 

 

 

 

 

会長挨拶                    会長 加藤 義晴君 

今年度会長を務めさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。江南ロータリークラブに入会して９

年目となる私が、会長という立場をいただくことには今も

って違和感がありますが、私なりに懸命に務めさせてい

ただきますのでよろしくお願いいたします。 

昨年９月から地区の会長エレクト研修が始まり１月に

修了、しかし、新型コロナウイルスの影響で、会長就任

には必須の PETS が一旦延期、後日ガバナー補佐まで

が出席して開催され、その DVD を４月中旬に送付され

ましたので、それを自宅で１日がかりで視聴して研修修

了が認められました。異例のスタートです。 

 

  

クラブにおきましても前年度の後半は、新型コロナウ

イルスの影響で休会やウェブ例会への変更、また、多く

の方々が楽しみにしておられた国際大会の中止などを

余儀なくされた訳ですが、今年度もその不安は拭えま

せん。 

しかしながら、これまで３回のクラブ協議会、そのうち

１回は ZOOM で開催、そして、先日の被選理事会開催

と一歩一歩準備を進めることが出きました。これも偏に

今年度役員理事の方々、並びに各委員長さん方の御

理解御協力のおかげであり、今日を迎えることができま

した。あらためて感謝申し上げます。 

まだまだ新型コロナウイルスの影響で予測のつかな

い状況が続きますが、精一杯取り組んでまいりますの

で、会員の皆様方には御理解御協力をいただきますよ

う切にお願い申し上げます。一年間よろしくお願いいた

します。 
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直前会長・幹事 記念品贈呈                    

直前会長 岩田 静夫君 直前幹事 中村 耕司君 

 

ロータリー財団表彰 

マルチプル・ポール・ハリスフェロー（＋8）伊藤 靖祐君 

マルチプル・ポール・ハリスフェロー（＋1）岩田 静夫君 

 

米山奨学金授与式 

米山奨学生 サマンサ ウン ムン イ君 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  近藤 道麿君 

 

出席報告               委員  水野 和吉君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ３３名  １２名 ８９．１％ 

ニコボックス               委員  水野 和吉君 

○一年間御世話になります。何卒よろしく御願い申し上 

げます。米山奨学生 サマンサ ウン ムン イ君 

 ようこそ江南ＲＣへ 

加藤 義晴、富田 清孝、近藤 道麿、杦本 哲一 

各君 

○入会２８年に入り初めてのＳＡＡです。ご無理を言うこ

ともあると思います。一年、初心に戻って（忘れたらです

が…）汗をかきますので、よろしくお願いします。                             

倉知 正憲君 

○会長エレクトとして皆様には大変お世話になります。

一年間よろしくお願い致します。      長瀬 晴義君                      

○本年度親睦活動委員長を務めさせていただきます。 

  一年間よろしくお願い致します。   濱島 聡一朗

君                  

○２０２０－２１年度がいよいよスタートです。加藤丸の

出航を祝して。  

伊藤 鶴𠮷、尾関 憲市、古田 嘉且、冨永 典夫、 

杉浦 賢二、堀尾 庄一、沢田 昌久、伊藤 靖祐、 

片平 博己、岩田 静夫、南村 朋幸、波多野 智章、 

中村 耕司、木本 寛、岩田 進市、伊藤 かね子 

各君 

    

卓 話 

「本年度の目標及び方針計画発表」 

 

会長 加藤 義晴君 

２０２０－２１年度 RI 会長はドイツのホルガー・クナー

ク氏です。テーマは「機会の扉を開く」で、三つの扉は機

会の扉を表現し、色は向かって右からロータリー・ロイ

ヤルブルー、ロータリー・ゴールド、ロータアクトのクラン

ベリー・レッドと称しています。主旨は「奉仕活動で機会

を多くの人に開こう」ということで、①地域社会で奉仕す

る機会の扉、②世界中の友人たちとともに、より豊かで

意義ある人生への機会の扉、③ロータリーの活動がど

こかで誰かのために機会の扉が開いていること、との意

味だと聞いております。そして、ホルガー・クナーク RI会

長はロータリーの成長を数字を掲げて求めることはしな

いと断言しています。なぜなら、今まで数字を掲げては

失敗に終わってきたことを繰り返すのではなく、代わり
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に、有機的、持続可能な形でいかにしてロータリーを成

長させることができるかを考えるとしています。更には、

社会のデジタル革命に対応したロータリーの変革、ロー

タ―アクターや若い職業人にロータリーの扉を開くこと

などをすすめ、世界で、地域社会で、そして自分自身の

中で、持続可能な良い変化を生むために、人々が手を

取り合って行動する世界を目指すと提唱しています。 

また、当地区岡部ガバナーは「行動するロータリア

ン！世界で何か良いことをしよう、TOGETHER!」－ロー

タリークラブの奉仕が、世界の平和につながってゆきま

す―を地区方針にしています。日本のロータリー１００

周年の記念すべき年に、各クラブで奉仕活動を推進し、

世界の平和につなげ、仲間を増やしていこうと呼びかけ

ています。 

江南ロータリークラブにおきましては、ホルガー・クナ

ーク RI 会長のテーマ、岡部地区ガバナーの方針を受け

て、今年度の方針を「地域と結びつき、人と繋がり、そし

てロータリーを継ごう TOGETHER!」とさせていただきま

した。 

新型コロナウイルスの収束はまだ先になると思いま

すし、いつ事態の変化があるか見通せませんが、安全

を前提にしながら、クラブの運営に努めたいと考えてお

ります。したがいまして、今のところ行事予定通り開催

することとし、テーブルの配置や着席位置の調整など工

夫をしていきたいと考えております。しかし、RI理事会の

決定で、新型コロナウイルスに感染する不安がある会

員は会合への出席を義務付けないこととなりましたので、

新たに特例対応の方針を決めさせていただくことになり

ました。既に６月３０日に急遽FAXでお知らせしましたが、

今日の理事会におきまして決定することにしております。

決定後改めて周知させていただきます。 

重点目標ですが５項目掲げました。 

１はメイン事業として、地区補助金を頂き社会奉仕活

動として皆様の職業を生かした地域住民からの電話相

談事業を１１月２１日土曜日に開催いたします。 

２はメイン事業の広報を尾北ホームニュース一面に

掲載して行うものですが、広報内容を工夫して電話相

談の予約募集とともにロータリークラブの趣旨や江南ロ

ータリークラブの活動、各会員の紹介などをすることで

ロータリークラブの公共イメージの向上を図ってまいり

ます。 

３の会員及び会員家族との親睦の充実につきまして

は年末に家族会を開催するとともに、 

４の前年度に計画されていました５５周年事業や家族

旅行を実施することと併せて一層の親睦を図ってまいり

たいと考えております。 

５の会員増強につきましては数的目標をあえて定め

ておりませんが、担当委員長さんは明確な目標数値を

掲げていただいておりますので、大変心強く思っており

ます。今まで関わりのあった多くの方々のお力もお借り

しながら成果を出していきたいと考えております。 

今年度から定款に則り細則変更した新たな役員・理

事構成、新たな委員会構成でのクラブ運営が始まりま

す。SAA の役割が今まで以上の重責を担っていただき

ますのを始め、新たな５つの常任委員長さんには常任

委員会内の委員長も兼務していただきますが計１３の

委員会の委員長さんにそれぞれの役割を担っていただ

きます。よろしくお願いいたします。御存じの通り、杦本

副幹事を除く私、富田副会長、近藤幹事はいずれも入

会１０年未満の執行部です。途中、躓きもあると思いま

すが他の役員・理事さんのお力もお借りしながら精一杯

努めてまいりますので会員の皆様方の御理解御協力を

よろしくお願いいたします。一年間よろしくお願いいたし

ます。 

                 

副会長 富田 清孝君 

今年度副会長を仰せつかりました富田です宜しくお

願いします。 

今年度の計画、方針につきましては只今加藤会長が

話された通りです。 

  実は加藤会長より副会長の話を頂いた時、仕事も

あまりうまくいってなくてロータリーを辞めようかと思い

悩んでいました、その時は実際には辞めませんでした

が、片平前会長、岩田前会長にはお世話をおかけしま

した。今までぼんやりとロータリーを続けて来たような感

じで、ちょっとお客さん気分でしたが、今年は執行部の

一人として動く訳ですから加藤会長の手足となり、また

どの様に江南ロータリーが運営されているのか見届け

ながら活動をしていこうと思います。 

 

 私は今年の５月に６５歳になりました、今でも母には

ボーとしてて苦労が足らんと言われています、 

子供のころからボーとしとるとはよく言われていました

が、さすがに６５歳で言われているとは思いませんでし

た。ボーとしたまま死んでいくわけにはいきませんから、

このあたりで頑張って見ようとおもいます、どうかご指導、

ご鞭撻宜しくお願いします。 

 

  これで終わっては早すぎますので少し余計な話を

します、最近コロナウイルスが世間を騒がせております

が、これは本当の名前は中国武漢ウイルスだと思って

います、私は歯医者をしておりますが随分影響を受けま

した、３月は少し来る人が減少し、４月にはかなり減少し、

５月にはとうとう半分ぐらいになりました。これではやっ

ていけません、幸い６月にはかなり戻ってきました、でも

今年一年は厳しいだろうなと思っています。江南ロータ

リーの活動も随分影響を受け周年事業を始め多くの行
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事がなくなりました。しかしながらまだ終わったわけでは

ありません、これからも第２波の心配もあります、また江

南ロータリーの予定がかわる可能性もあると思います、

その時は又ご協力をお願いします、それでは一年間宜

しくお願いします。 

 

 

幹事  近藤 道麿君  

この度、幹事の役を仰せつかりました近藤道麿です。 

今日のこの例会を迎えるに当たり、コロナウイルス感

染対策で次から次へと計画変更せざるを得ない状況の

中で準備を進めてまいりました。地区もこれまで経験し

てこなかった対応を迫られ大変であっただろうと思いま

す。地区からは予定されていた会議の中止連絡が入

り、代わりにメールで度々送られてくる資料に目を通し

たり、配信されるユーチューブを視聴して、それを基に

予定を組み直していく作業の繰り返しでした。今日お渡

ししたクラブ計画書はギリギリまで変更があり、早川さ

んにご無理を言って短い期間で納品して頂きました。あ

りがとうございました。 

加藤年度はコロナの風が吹き、逆境での船出になる

なあと思っていました。「順境におごらず、逆境にめげ

ず」という言葉があります。調子の良いときはついつい

有頂天になってしまい得意気になっているものです。逆

に悪いときには落ち込んで八方塞がりになってしまうこ

ともあります。長い年月を過ごしていれば、山のように

良い時があれば、谷のように悪いときもあります。だか

らこそどんな状況でも平常心を持って一喜一憂すること

なく事を進めることが大切だと戒める言葉です。逆境だ

からと悲観することもなく、これを楽しみながら臨んでい

きたいと思っています。 

「ピンチはチャンスである」という言葉もあります。コロ

ナウイルスはロータリークラブのみならず社会全体のピ

ンチとなっています。こういったときにピンチをチャンス

に変える魔法の言葉があります。「だからこそ」という言

葉です。「コロナだからこそ、これができる。」 

今回、新年度準備のためのクラブ協議会を開催する

に当たり、３密を避けるために、ZOOM を使ってオンライ

ン会議を行いました。これは自分にとってはコロナがな

ければ経験できなかったことだと思います。オンライン

での可能性が見えてきました。コロナウイルスの脅威は

まだまだ続きます。それをチャンスに変えて、しなやか

に対応できるクラブ運営を会員の皆様とともに進めてい

きたいと思っています。 

さて、本年度の例会の開催方法ですが、コロナ対策

として例会場のテーブルや椅子の配置を従来とは変え

ております。本日はスクール形式のテーブル配置です。

７月８月は商工会館の２階から上がコロナの給付金の

相談会で利用できなくなりまして、例会後ここで速やか

に理事会を開催できるようにしております。 

出席に関しては、事前にご案内いたしましたように、

コロナウイルス感染が不安に感じられる方に配慮して、

ホームページ上で出席できる方法を検討しております。 

クラブ計画書の２５ページのクラブ行事予定表を見て

頂くと、９月２２日に前年度コロナウイルスによる自粛

で、できなかった創立５５周年記念例会を予定していま

す。皆さんのご協力の下、盛大に開催していきたいと思

います。また、メイン事業として１１月２１日に電話による

相談事業を開催します。地域の方々に対して皆様の職

業を生かして相談にのって頂きますようご協力をお願い

します。この他、東尾張分区の IM や卓話、クラブフォー

ラム等々きちんと計画が載せてありますが、はたしてで

きるのだろうかという不安もあります。これも紆余曲折が

ありまして、１０月１０日に行われる予定だった WFF（ワ

ールドフード＋ふれ愛フェスタ）は中止になり、１０月２５

日開催予定の地区大会は来春に延期で未だに日にち

が決まっていません。また、江南市国際交流フェスティ

バルや江南産業フェスタも中止になりました。３密が懸

念される行事がことごとく中止になっています。今後、ま

た感染拡大で更なる自粛が求められる事態になれば、

例会や行事の持ち方を柔軟に対応していかなければな

りません。皆様にはご理解とご協力をお願いしていくこ

とになりますので、よろしくお願いします。 

今年度から新しい委員会構成となり、五つの常任委

員会が設置されました。今までは R 情報・プログラム委

員会という一つの委員会がありましたが、R 情報は公共

イメージ向上常任委員会に IT とセットで編入され、プロ

グラムはクラブ管理運営常任委員会に編入されました。

このように役割が分かれた委員会や、例会運営委員会

が新設され、そこへSAAと出席ニコボックス委員会が統

合された委員会もあります。あとは概ね今までの委員会

と同じような活動内容となります。各委員会の皆様には

いろいろとご協力頂くことになりますが、よろしくお願いし

ます。 

幹事に就任する当たり、いろいろな方から「幹事はい

ろいろなご意見を聞いていかなければならないよ」「苦

情や要望がいっぱい来るよ」「いろいろ細かいことに気

を遣って」といったアドバイスを頂きました。いやー、大

変ですね。私は気づかないといったことが多々あると思

いますので、皆様方より愛情を込めて、温かく叱咤激励

して頂き、この１年を乗り切っていきたいと思っていま

す。よろしくお願いいたします。 

 前年度、前々年度の執行部の皆様の年齢から比較

すると、私たちはかなり高齢者の執行部となります。若

さあふれる機動力のある方が幹事さんを勤めておられ

ましたが、私は腰痛があるわ、物忘れはあるわで皆様

にご迷惑をおかけするのではないかと危惧しておりま

す。「老人力」という赤瀬川原平さんが書かれた本が２０

世紀末に話題になりました。そこに書いてあるのは「老
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化による衰えというマイナス思考を逆にプラス思考に変

えていく」という内容です。高齢を武器にして今年度、邁

進していきたいと思います。 

燻し銀のような魅力を持つ加藤会長、熟慮される富

田副会長、そして発想力、行動力のある杦本副幹事と

ともに、歴史ある江南ロータリークラブを運営して次に

繋げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

副幹事 杦本 哲一君 

 
本年度 江南ロータリークラブ副幹事を仰せつかりまし

た。杦本です。 

一年間よろしくお願いいたします。 

 

本年度 加藤クラブ会長の年度方針「地域との結びつき、

人と繋がり、そしてロータリーを継ごう  ＴＯＧＥＴＨＥ

Ｒ！」を重点目標に 

・地域への結びつきとして「電話相談事業」、 

・人との繋がりとして「公共イメージアップ」＆「会員及び

その家族との親睦の充実」 

・ロータリーを繋ぐとして「会員増強」＆「前年度からの継

続事業の実行」 

を具体的に挙げられております。 

 

当方の紹介者でもある 故冨永奇洞先生の書「全て留

まると腐る」が本会議室入口横に掲げられております。

コロナ対策として外出控で この四半期は 仕事、人と

の懇親交流も控えざるを得ない状況が継続しました。ま

さしく半強制的に「留まる」事態になりました。その影響

が 2020 年末から表面化(腐る)するのでないかと今から

危惧しつつ個人的にはフェール・セーフ機能として準備

にかかりました。 

「科学と経済のバランスをどのように取ったら良いのか」 

ドイツでは 国内の経済研究所(ifo)とウィルス研究所

(HZI)の共同研究結果として 

・感染拡大を収束しつつ 

・経済的損失を必要最小限にとどめるには 

統計学的に Ｒt（実行再生産数）＝0.75を継続できれば 

ＧＤＰの損失を最小化 -4.6％に出来る解を導き出しま

した。(2020.05.13) 

それでもこの値はリーマンショック同様かそれ以上の値

です。 

次の世界経済フォーラム年次大会・ダボス会議(2021 年

1 月開催予定)のアジェンダは「ザ・グレート・リセット」だ

と英国チャールズ皇太子が発表されました 。

(2020.06.05) 

https://www.youtube.com/watch?v=u5pxhSnDr4U 

この未体験領域航行する江南ＲＣ加藤丸に少しでも御

力添え出来る様全力で臨みたいとと考えます。 

何卒 御指導御鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。 

点 鐘                 会長 加藤 義晴君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真等がございましたら広報までお知らせ下さい 

 

(担当 早川 一三) 


