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２０２０年 （令和２年）  ７月９日  (木 )  曇り  第２６８１回（当年度第２回）例会  
 

            
 

点 鐘                    加藤 義晴君 

司 会             ＳＡＡ    倉知 正憲君 

ロータリーソング斉唱      「それでこそロータリー」 

四つのテスト唱和              岩田 静夫君 

－ 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    

岩倉ＲＣ会長 武藤栄司 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩倉ＲＣ幹事 深見早惠 様 

ようこそ！江南ロータリークラブへ！ 

 

会長挨拶                    会長 加藤 義晴君 

 
本年度２回目の例会日となりました。初回の配席形

式とは異なりますが、例会後にこの場所で理事会、或

はガバナー補佐出席のクラブ協議会の開催日以外は、

この配置で当面開催することにしております。新型コロ

ナウイルス感染防止のため出来ることをして例会を開

催していきたいと考えておりますので、皆様方には会場

に入られる前に手の消毒に努めていただくなど御協力

いただきたいと思っております。 

まず、九州及び岐阜県・長野県の大雨被害に心から

お見舞い申し上げたいと思います。温暖化の影響と思

われますが、この地域でも、心配は尽きません。 

さて、今日は、先回皆様方に配布いたしました今年度

「クラブ計画書」について話させていただきます。作成に

あたりましては、ＳＡＡ、会計、各常任委員長さん、各委

員長さん方の一方ならぬ御協力をいただきましたことを

改めて御礼申し上げます。 

既にご覧いただいておりますのでお気づきの方も多

いとは思いますが、今回変更した部分があります。その

要因はクラブ細則変更を７月１日から実施したことが主

ですが、ページ順で言いますと、区域限界に記載の江

南市と大口町の紹介内容の一部表現変更、収支予算

書では補助金事業の収入科目を新設して支出では事

業全体経費を計上するよう変更、クラブの組織図、各委

員会事業計画ページの記載表現と常任委員長の所信

の記載および下欄の関係コラムの変更、職業分類では
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「未充填」という表現を「他の」に変更、そして、過去１０

年の歴代役職表の記載方法の工夫などしておりますの

で、改めて「クラブ計画書」を見ていただければ幸いで

す。執行部の気持ちとしては、さり気無く変更してはいる

ものの、皆さんに気づいていただいて、良し悪しの評価

をいただければありがたいですし、改善点は次年度に

お願いしていければと思っております。 

変更、変更の日程のなかで、何とか「クラブ計画書」

を作成することができました。新型コロナウイルス感染

はまだまだ収束の見通しが立っておりません。いつ、開

催方法や日程の変更を余儀なくしなければならないとも

限りませんが、そうならないように「おまじない」でも掛け

たい気持ちです。 

そういえば、アラビアンナイトに「アブラカダブラ」とい

う呪文がありました。確か、願いが叶う、熱病や痛みを

癒すときにも使っていたように記憶しています。「アブラ

カダブラ」・・・この続きは次回にでもと思います。 

今日もよろしくお願いいたします。 

 

 

岩倉ロータリークラブ会長挨拶                     

 

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 ２９名  １６名 ７８.３８％ 

ニコボックス               委員  水野 和吉君 

○お世話になります       岩倉ＲＣ 武藤 栄司様 

○本日はお世話になります。 

今年 1年宜しくご指導の程お願いいたします。     

岩倉ＲＣ 深見 早惠様                      

○岩倉ロータリーのゲストの方 

ようこそ江南ロータリーへ 

杉浦賢二君、猪子明君、濱島聡一朗君、永田広光君、

古田嘉且君、尾関憲一君 卓話宜しくお願いします。 

加藤義晴 富田清孝 近藤道麿 杦本哲一 各君 

○ひんしゅくを買いそうですが、4月 5日に４２年前の新

婚旅行の地、上高地を訪ねました。河童橋周辺も人

が嘘のようにまばらでした。 

                        倉知 正憲君  

 

○クラブ管理運営常任委員会の発表をさせて頂きま 

す。一年間宜しくお願いします。      杉浦 賢二君  

○本日の年間事業計画書発表宜しくお願いします。 

                        永田 広光君  

○本日親睦活動委員会の年間行事計画発表をさせて

頂きます。                濱島 聡一朗君  

○本年度会報委員長を仰せつかった、早川です。 

一年間よろしくお願いします。 

申し訳ございませんが、次回例会は用事があり欠席

させていただきます。行事計画発表 水野副委員長

よろしくお願いします。          早川 一三君                  

○岩倉ＲＣ武藤会長・深見幹事を歓迎します。各委員長

さんの年間事業計画発表楽しみです。  

尾関 憲市、安藤 喜代司、松岡一成、沢田 昌久 

片平 博己、岩田 静夫、長瀬 晴義、中村 耕司 

木本 寛、岩田 進市 各君 

    

卓 話 

「各委員会年間行事計画発表」 

 

「クラブ管理運営常任委員会/プログラム委員会」 

 
杉浦 賢二君 

本年度クラブ管理運営常任委員長を仰せつかりまし

た杉浦です。宜しくお願い申し上げます。 

先ず、このクラブ管理運営常任委員会という非常に長っ

たらしい組織名に馴染めなくって、何をすべきか、何を

目標に活動したらいいのかがわからずたいへん困惑し

ています。しかしながら RI 会長の言葉を借りれば「機会

の扉」が開かれたわけですから、その機会を有効に使

っていきたいと思っております。そしてこのクラブの運営

管理は決して各委員長さんだけが行っているわけでは

ありません。以前から気になっていたのですが計画段

階・実行・反省・改善いわゆる PDCA を若い人も年寄り

も、男性も女性もすべての会員のみなさんが参加して

廻していってこそロータリーであると思っております。

2760 地区岡部ガバナー、江南ＲＣ加藤会長のテーマに

もあります「TOGETHER！」これはこういった思いを強く

表現しているのではないかと思います。どうかみなさん

「TOGETHER！」しましょう！前置きはさておき、Ｐ３０を

お開き下さい。 

P30 クラブ管理運営常任委員会を朗読（副委員長 森

弘好君） 

P31 プログラム委員会を朗読（副委員長 森弘好君 

委員 川崎良一君、浅野安郎君） 
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「例会運営委員会」 

 
猪子  明君  

例会運営委員会委員長を仰せつかった、猪子 明です。

一年間宜しくお願いします。 

委員会メンバーは、副委員長として駒田洋平君、そして

水野和吉君、岩田進市君、三輪慎一郎君です。特に岩

田進市君は青少年委員長、水野和吉君、三輪慎一郎

君は会報委員会兼務で激務ではありますが、頑張って

いただきたいと願うばかりです。 

当委員会の任務は、SAA と連携し、例会の設営及び運

営、そして出席・ニコボックスの管理です。出席・ニコボ

ックスの担当を水野和吉君、岩田進市君に、例会場の

音響を三輪慎一郎君にお願いします。そして、駒田洋

平副委員長と私は、副 SAA を兼任しております。倉知

SAA をバックアップし、スムーズな例会運営に努めます。 

倉知 SAA が柔らかく滑らかな口調で司会進行されてい

るときは、我々二人の副 SAAが機能している証であり、

逆にトーンが低く重い感じの時は、空回りしている時と

感じていただければと考えます。お弁当の汁物ですが、

温かく召し上がっていただくようにポットから注ぐ手間を

皆さんにお願いすることになりました。また、コロナウィ

ルス対策として会場の換気をよくするため、扉・窓を開

放しております。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

一年間、宜しくお願いします。 

 

「親睦活動委員会」 

 
濱島 聡一朗君 

本年度親睦活動委員長を努めさせていただきます濱

島です。 

委員会構成上はクラブ管理運営常任委員会に包括さ

れておりますが、副委員長の松井智義さんをはじめ、

委員会メンバーとしまして中村耕司さん、永井義康さん、

曽根竜治さんとともに１年間活動していきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 昨今のコロナ禍で「密」を避けつつの親睦活動という、

相反する難題に直面することになってしまいましたが、

会員の皆様の健康を第一に事業を進めていきたいと存

じます。特に、毎年恒例の年忘れ家族会は、会場のキ

ャパシティやイベントの内容などにつきまして、感染拡

大の状況を見ながら慎重に検討しなくてはなりません

ので、現時点ではほぼ未確定な状態であります。候補

となる会場もいくつか絞り込んではおりますが、加藤会

長や近藤幹事と連携しまして最善の方法を模索してい

きますので、正確な情報をお伝えできるまで今しばらく

お時間をいただきたいと思います。 

 会員誕生日のお祝いも来週から贈呈が始まりますが、

自宅でのステイホーム期間に計画しましたこともあり、

いつもの生活空間の雰囲気を変えるための小ぶりな観

葉植物をご用意いたしました。お好きなところに飾って

いただき、心を癒す一助になればと思います。例会場

でお渡しできなかった皆様へ、これまではご自宅へお

届けをする慣例もありましたが、必要以上の接触を回

避する目的から、配送でのお届けをさせていただきた

いと存じます。何卒ご了承ください。 

 現状ではまだ新型コロナウイルスについての正確な

情報があるわけでもなく、ワクチンや治療薬もありませ

んので、当面は政府の提案する新しい生活様式が感

染を防ぐための一つの指針になりそうです。当クラブか

ら感染者が出ませんよう、今年一年はお互い適度な距

離を保ちつつ親睦を深められますよう、手探りで活動し

ていきたいと思いますので、ご理解ご協力のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

「会員増強常任委員会/会員増強委員会」 

 
永田 広光君 

本年度、会員増強常任委員長、会員増強委員長を務

めます永田広光です。よろしくお願い致します。本年会

員増強に対し、ホルガー・クナーグ RI 会長は講演の中

で「数字を掲げて成長を求めるようなことはしない」とお

話しされています。伴い加藤クラブ会長の年度方針にも

講和の一文が記載されております。そこに反する訳で

はございませんが、本年は役員会でお許しをいただき

増強目標人数を純増３名と所信に書かせていただきま

した。目標をしっかり立て増強に務めて参ります。当然
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委員会のみでは対象者の情報が不足します。皆様方の

情報提供のご協力よろしくお願い致します。 

 

「会員選考委員会」 

 
岩田 静夫君 

ロータリー用語辞典によりますと、会員選考委員会

（Membership Committee）とは、会員に推薦されたす

べての者を個人的の面から検討して、その人格、職業

上及び社会的地位並びに一般的な適格性を徹底的に

調査しなければならない。そしてすべての申込に対する

委員会の見解を理事会に報告しなければならない。 

地域社会における有力者（家業や専門職業の最高責任

者）のみが必ずしも RC会員になれる充分な条件ではな

いことなどの点はつねに考慮されるとあります。 

上記の通りに厳粛に進めていきたいと思います。 

 

「ロータリー財団常任委員会/ロータリー財団委員会」 

 
古田 嘉且君

代理 尾関 育良君 

今年度、ロータリー財団常任委員会、ロータリー財団委

員会を担当させて頂きます。 

副委員長に尾関育良さん、委員の伊藤鶴吉さん、安藤

喜代司さんと共に活動して参りますので、よろしくお願い

致します。 

ロータリー財団は、1917 年アーチＣ.クランフが「世界で

よいことをするために」基金の設置を提案した事に始ま

り、1928 年国際大会でロータリー財団と名付けられ、そ

の後 1931年に信託組織、1983年に米国イリノイ州の法

令の下に、非営利財団法人となりました。 

ロータリーの奉仕の理念に基づき、世界理解、親睦、平

和を達成できるようにすることを目的としています。 

一方、クラブのロータリー財団委員会の目的は、ロータ

リー財団に対するクラブレベルの寄付を奨励し、また財

団の活動を広報することです。 

具体的には、財団支援、すなわち財団寄付を募ることと、

その資金を活用して、財団プログラムに参加することで

す。 

財団寄付には、年次基金と恒久基金があり、ロータリー

財団で３年間運用後、シェアシステムにより、活動資金

として、地区に配分されます。 

活動資金として地区に配分された補助金は、地区補助

金とグローバル補助金の２種類に分けられます。 

2020-21年度ロータリー財団の目標は、年次基金 一人

当たり 150 ドルの寄付を、ポリオプラス基金 一人あたり

30 ドルの寄付を、クラブから一名以上のベネファクター

（恒久基金に 1,000 ドル以上の寄付）を地区目標として

お願いしています。 

因みに、前年度（2019年 7月 1日～2020年 5月 21日

現在）、江南ＲＣの年次基金は、一人当たり 132.49 ドル、

ポリオプラス基金は、一人当たり 18.11 ドルです。 

クラブの年次寄付の金額貢献度によって、クラブへの支

給額が変動しますので、ご協力よろしくお願いします。 

今年度、クラブでは、地区補助金申請事業として 11 月

21 日(土)に、会員の職業を生かした「電話相談会」を実

施しますが、同時にロータリーをＰＲし、公共イメージ向

上に繋げていきたいと思っています。 

また、11 月のロータリー財団月間には、地区ロータリー

財団委員会委員をお迎えして卓話を予定しています。 

以上、ロータリー財団が、果たす役割は、年々重要度が

増すと共に、対応する範囲は、大変広くなってきていま

す。 

財団への理解をさらに深めて頂けるような活動を、推進

する必要があると考えていますので、皆様のご協力宜

しくお願い致します。 

 

「米山奨学会」 

 
尾関 憲市君 

米山功労者を増やそう 

久々の委員長を務めさせていただきます、少々手間取

っております。 
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「財団法人ロータリー米山記念奨学会」は 1967 年法人

と設立され、民間としては国内最大級の奨学金制度で

ある。 

以前は東南アジア系の受け入れでしたが。現在は世界

中からの学生を受け入れることが出来るようになりまし

た。 

現在奨学金支給は、(カウンセラー山田猛君) サマン

サ・ウン・ムンイ(マレーシア)。又、奨学金支給予定者

（カウンセラー杉浦賢二君）カリモフ・ムスリムジョン(ウ

ズベキスタン)です。 

カウンセラーの方々には大変なお骨折りをいただいて

おります。厚く御礼申し上げます。    

会員皆様にも米山功労者の再度ご理解をいただき、ご

協力の程お願いいたします。 

1年間お世話になります。 

 

 

 

 

同好会「ドライブ」便り 

ドライブ同好会が立ち上がり、そして令和２年７月５日

（日）、5 台のマイカーで岐阜県中津川市の「手打ち蕎麦   

天照庵まで行ってきました。 

道中は愛車でのドライブを楽しみながら、五平餅を物色

しつつ、いい景色を見てリフレッシュしました。 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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) 


