
 
 

- 1 - 

２０２０年（令和２年） ７月１６日  (木 )  晴れ 第２６８２回（当年度第３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      「我等の生業」 

四つのテスト唱和              中村 耕司君 

－ 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 

 

会長挨拶                    会長 加藤 義晴君 

 
  一時期鎮静化の傾向にありました新型コロナウイル

ス感染者数が、再び東京及び周辺などで増加してきて

おります。そうした中で不安を抱えながらも、スポーツイ

ベントを始め演劇場などで観戦、観劇者を入場させ徐

々に増やしていく動きがあります。一方、勤務形態はテ

レワークなど今までとは異なる形が当たり前と考えられ

るようになってきました。 

 緊急事態宣言解除前は自粛、自粛で不要不急の外

出を控え、仕事も学校も慣れないリモート対応など急激

な生活の変化で、心身にストレスや不安を抱える人が

急増したようです。ストレス解消には日本ストレスマネ

ジメント学会が家の中でも簡単にできる運動などの「あ

かさたな」を広めています。「あ」は 歩く・足踏みする、

「か」は かがむ・立ったり座ったりする、「さ」は 支えて

転ばない、「た」は 立つ、「な」は 何でも食べる・好き

嫌いをなくしてバランスよく食べる といったことを奨め

ています。 

 さて、先週話しました「アブラカダブラ」のおまじないで

すが、日本ではコミカルなマジシャンの呪文としてもよく

知られています。そんな為か何となく信頼感が乏しいよ

うです。日本の代表格は「ちちんぷいぷい、痛いの痛い

の飛んでけ！」ではないでしょうか。幼子に母親がかけ

た強力な魔法のおまじないです。「ちちんぷいぷい」と

は徳川家光の乳母、春日局が家光をあやすときに使っ

た言葉「智仁武勇は御世の御宝（ちじんぶゆうはごよの

おたから）」、それが訛り、間違って短縮され今日に伝

わっていると言われています。 

こうした「おまじない」が新型コロナウイルス感染症に

効果が出るといいのですが、さすがに期待薄です。私

たちは否応なく第二波、第三波に備えざるを得ません

が、治療薬やワクチンの一日も早い開発が望まれます。 

それまで、ストレスや違和感、不安感を感じながらで

も新しい生活様式も取り入れ、乗り越えていきましょう！

今日もよろしくお願いいたします。 

                   

 

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 ３１名  １４名 ８１.５８％ 

 

ニコボックス               委員  水野 和吉君 

                     

○片平博己君、早川一三君、波多野智章君、尾関育良

君、中村耕司君、岩田進市君 本日、各委員会年間

行事計画発表をよろしく御願い申し上げます。 

加藤 義晴、富田 清孝、近藤 道麿、杦本 哲一       

各君 

○加藤丸の船出を祝して、大変な時期ですがガンバッ

テ下さい。                   森 弘好君 
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○公共イメージ向上常任委員会 R情報・IT委員会、年

間行事計画発表させていただきます。 片平 博己君  

○本日、奉仕プロジェクト常任委員会、職業奉仕委員会

の年間行事計画発表をさせていただきます。宜しくお

願いします。               波多野 智章君  

○本日、国際奉仕委員会の年間行事計画発表させて

頂きます。みなさま１年よろしくお願いします。 

         中村 耕司君 

○青少年奉仕委員会、発表させていただきます。          

岩田 進市君                  

○各委員長さんの年間事業計画発表楽しみです。

   沢田 昌久、岩田 静夫、長瀬 晴義 各君 

    

 

卓 話 

「各委員会年間行事計画発表」 

 

「公共イメージ向上常任委員会/R情報・IT委員会」 

 
片平 博己君 

「公共イメージ向上常任委員会」は、「R情報・IT委員

会」と「会報委員会」で構成されおり、クラブ内外へ向け

て、IT を駆使しながら情報発信し、江南ロータリークラ

ブの公共イメージを向上させていくことが目的の委員会

です。 

「会報委員会」については、早川委員長がこの後、計

画発表されますので、「R 情報・IT 委員会」についての

計画を発表させていただきます。副委員長に濱島さん、

委員に大池さん、杦本さんにて進めさせていただきま

すので、一年間よろしくお願いします。 

クラブの HP については、対外的に見ていただく記事

を多くするとともに、対内的には、会員専用のサイトに

入って卓話の動画を見て、感想や意見を入力して送信

していただくと事務局で一括管理できるシステムの構

築を進めております。既に第一回の理事会でこのシス

テム構築については承認いただき、テストパターンが出

来上がっています。ぜひご覧いただき入力して見てくだ

さい。将来的に、メーキャップの方法の一つにしていた

だくことを目指しています。リアル例会とバーチャル例

会を組み合わせていく例会運営は、ロータリークラブの

新しいスタイルになっていくと思います。 

現在、当クラブのマイロータリーのアカウント登録率

は４５％ほどです。いろいろ事情のある方もいらっしゃ

いますが、これを何とか７０％程度にしていきたいと思

います。登録しようとしてもできないという方もいらっし

ゃるので、特にこの辺りを丁寧にサポートしていくつもり

です。マイロータリーからは、ロータリークラブのあらゆ

る情報を取得することができるのでとても便利です。そ

の内容を選別してクラブ内外にも発信し、共有していき

たいと思っています。 

まだまだコロナ禍については予断を許せない状況です

が、これがあったからこそ IT を駆使しながら情報共有し、

組織運営する必要性と必然性を身に染みて感じました。

これを機会に是非、皆で新しいロータリーの扉を開けて

まいりましょう。 

 

「会報委員会」 

 
早川 一三君代理 水野 和吉君 

本年度、会報委員長を仰せつかりました早川です。

メンバーは、水野副委員長・駒田委員・三輪委員・曽根

委員で進めていきますので、１年間宜しくお願いします。 

本年度の事業計画ですが、基本は例年通りの活動

とし、会長・幹事・各委員長・会員の皆様との連携を密

にし、記録と会報の読み易さ、正確さ、及び親しみやす

さを目指し、RC の発展と親睦に寄与して参りたいと思

います。 

もっとも重要な活動である会報の発行については、

昨年同様必要性及び求められる楽しさを考慮し、読み

易い内容・ボリュームを検討・追及することを主眼として

いきます。 

本年度の会報のヘッダーのデザインは昨年同様、愛

知ロータリーE クラブの稲熊君にお願いをしました。昨

年同様、江南の藤をベースにして制作をしていただき

ました。本年度も素晴らしいデザインであります。 

また、卓話の動画配信は、昨年と同じようにホーム

ページでのみ行います。 

卓話等につきましては、例年お願いしていると思いま

すが、今年度もデータ提出をしていただきますようお願

いします。 

会報に掲載させる情報等があれば、ご連絡いただけ

れば幸いであります。 

 最後に、本年度の会報委員会メンバーは私を含めて

ほとんどが江南RCに入会して日が浅いメンバーで構成

されております。また他の委員会にも所属しているメン

バーがたくさんおりますが前代未聞のコロナ禍の中、年
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間発行予定数３６回滞りなくなんとか発行できるよう、片

平委員長・濱島副委員長・大池委員・杦本委員で構成さ

れている R 情報・IT 委員会皆様の絶大なる応援・指導

のもと遂行して参りますので、１年間会員各位皆様のご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

「奉仕プロジェクト常任委員会/職業奉仕委員会」 

 
波多野 智章君 

本年度、奉仕プロジェクト常任委員会、並びに職業

奉仕委員会委員長を務めさせていただきます波多野で

す。１年間宜しくお願い致します。 

まず奉仕プロジェクト常任委員会は、職業奉仕委員

会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青少年奉仕

委員会の奉仕系４委員会をまとめた委員会となります。

この委員会の任務は、地元地域社会および他国の地

域社会におけるニーズに応える教育的、人道的および、

職業関係のプロジェクトを計画し実施する。このため、

会員の職業を通じた他の人々への奉仕と高い道徳的

水準の保持、地域社会の生活の向上を目指す活動、

世界中の人道的な援助や世界理解と平和の推進のた

めの活動、青少年の指導力養成や青少年に好ましい

変化をもたらす活動、その他常任委員会に属する任務

を行うことです。 

昨今の新型コロナウイルスの発生は、私たちを含む

多くの日本人、又日本や世界の状況をほんのわずかな

時間で変えてしまいました。今回の件で、今までの価値

観や考え方、そして働き方や社会の仕組み等が今まで

以上のスピードで変わっていくと思います。そんな中で

ロータリークラブとしてどのような形で奉仕を行うことが

出来るのか、副委員長の沢田さんと共に各委員長の皆

さんと相談しながら進めてまいりたいと思いますので宜

しくお願いします。 

 続いて、本年度の職業奉仕委員会は、副委員長に同

じく沢田さん、メンバーとして富田さん、永井さん、伊藤

さんに御協力をいただき１年間進めてまいります。 

 メインの事業としまして、地区補助金申請事業として

会員の職業を生かした「電話相談会」を実施する予定

です。これは、日常生活の中で疑問や不安・悩みなど

抱える地域の人達に、私共メンバーの持つ職業的知

識・技能・技術等を生かして、相談内容の解決の一助と

していただくことができればと考えています。 

今回の事業実施を契機として、全ての会員が地域住

民から日常的に相談を受け付ける意識を持ち、地域社

会にとって RC のイメージ向上が図られるとともに、住

民生活の安定に資することができればと思います。詳

細につきましてはこれから詰めてまいりますが、メンバ

ーの皆様方の参加無しでは成し得ることが出来ない事

業でございますので、何卒ご協力の程お願い申し上げ

ます。 

以上で私の発表とかえさせていただきます。１年間

宜しくお願いします。 

 

「社会奉仕委員会」  

 
尾関 育良君代理 冨永 典夫君 

本年度社会奉仕委員会の委員長を務めさせていただ

きます尾関育良です。どうぞ宜しくお願い致します。 

 委員会メンバーは、副委員長に冨永典夫さん、委員

には松岡一成さん、熊沢治夫さん、滝祥夫さんの構成

です。 

 本年度の社会奉仕委員会の最も重要な計画は、地

区補助金事業である「電話相談会」の実施です。 

まだ、具体的な実施方法につきましては、決定してい

ない段階だと思いますが、職業奉仕委員会と連携し、

無事成功させられるように頑張りたいと思います。 

事業の性格上、実際に相談を受ける業種は限られ

てくるかもしれませんが、様々な業種のメンバーが在籍

するロータリークラブでは、それぞれの業種の観点から、

ワンストップで多角的に回答することが可能ではないか

と考えます。 

例えば、相続の問題を取り上げてみても、法律の問

題、不動産登記の問題、税金の問題等が絡んできます。

そのような問題を１回の電話でまとめて相談できるので

あれば、相談者にとってはとても便利だと思います。 

このようなロータリークラブの強みを生かすためには、

皆様のご協力が不可欠のものとなりますので、是非と

もご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。 

なお、個人的には、私が対応することになる相談が

そこそこあるのではないかと危惧しておりますが、そこ

は「超我の奉仕」の精神で、声が枯れるまで話し続けよ

うと覚悟を決めております。 

その他には、例年通り、江南市及び大口町の障がい

者スポーツ大会の協賛を予定しておりましたが、江南

市障がい者スポーツ大会につきましては、本年度は中

止との連絡があったとのことです。 

川と海のクリーン大作戦につきましても、例年通り参

加する予定です。 



 

- 4 - 

近年は、マイクロプラスチックの問題が議論されるよ

うになり、７月１日からはレジ袋の有料化が開始する等、

プラスチックによる汚染への意識が高まっております。 

河川のプラスチックごみを拾うことで、海洋汚染を少

しでも防ぐことができますので、多数の会員の皆様にご

参加いただきますよう宜しくお願い致します。 

最後に、すいとぴあ江南に植樹しました、ニュートン

のりんごの木のメンテナンス管理があります。 

木枠の囲いを昨年度に一回り大きなものに変更しま

したので、本年度は剪定や肥料、除草作業を行うだけ

で良いかと思います。これらの作業は専門家にお任せ

した方が良いと思いますので、引き続き、阿部造園さん

にお願いして管理を続けていく予定です。 

なお、岩田パスト会長からお話があり、皆様既にご

存じかもしれませんが、ニュートンのりんごの木に、りん

ごが１つ実ったということでした。 

そこで、私も確認に行ってきましたが、残念ながら確

認できませんでした。一生懸命探してみましたが、見つ

かりませんでした。私が探しきれなかっただけであると

祈っております。 

いずれにしましても、ニュートンのりんごの木が身近

にあるということは、子どもたちが科学に興味を持つ大

きなきっかけになり得ると思いますので、無事成長する

よう、メンテナンスに努めたいと思います。  

 本年度の岡部ガバナーが掲げる地区方針は「行動す

るロータリアン！世界で何かよいことをしよう、

TOGETHER！」です。社会奉仕活動は当然「よいこと」

ですが、クラブメンバーが一丸にならなければ

「TOGETHER」になりません。 

 皆様ご協力いただきますよう宜しくお願い致します。 

 

「国際奉仕委員会」 

  
中村 耕司君 

本年度、加藤会長の下、国際奉仕委員長を拝命い

たしました中村耕司と申します。 

入会９年７か月目になります。昨年まで８年連続理

事・役員でしたが、今年度は理事・役員のお役目は免

除頂き安堵しているところです。以前は幹事経験者は、

３年間のんびりできる暗黙のルールがございましたが、

昨今の会員数減少の折り、幹事の翌年度に国際奉仕

委員長の大役を仰せつかったしだいです。 

ですが正直申しますと、紆余曲折あり加藤さんが会

長職をお受けになられたと聞いて、何とかお役に立ち

たいと思い、私から加藤さんに「委員長でもなんでもお

手伝いしますよ！」と思わず話してしまい国際奉仕委員

長を拝命した経緯でございます。次年度はのんびりさ

せて欲しいのが本音です。でも、あまり先の事は考え

ず本年度のお役目に取り組んでまいる所存です。  

さて本題ですが、今年度の国際奉仕委員会は、副

委員長に浅野安郎さん、委員に岩田静夫さんの３名で

活動してまいります。 

今年度は例年行っていましたワールドフード+ふれ

愛フェスタ（WFF） 及び 江南市国際交流フェスタが、コ

ロナ対応で中止が決定しておりますので主な活動は特

段ございません。 

ですが、先日、昨年度の５５周年メイン事業「タング

鑑賞会」でお世話になった江南市国際交流協会（ふくら

の家）の佐野さんが、弊社お店に来店されて以下の依

頼を受けました。内容は、委員の岩田静夫さんと一緒

に外国から来た人に配ったり、図書館や児童館に配る

紙芝居の DVD を作成するので、日本語パートの読み

手になって欲しいというものでした。なぜ岩田さんと私

なのか質問したら、「二人の声がいいのでお願いしま

す。」と・・・？？真剣に言われました。お世話になった

ので引き受けない訳にはいかないと思い、その場で岩

田さんの携帯に連絡したら岩田さんも「昨年こちらのお

願いばかり聞いて頂いたので、今回は恩返ししよう。」

と。その際付け加えたセリフがあります。「岩田さん、私

も今紙芝居の実物を見ていますが、安心してください漢

字の部分には全てフリガナが振られていますよ！」と言

ったら岩田さんも即快諾されました。 

そして、先週末に DVD 撮影行ってきました。江南ロ

ータリークラブの国際委員会の総力を結集し、今年度

唯一の事業に委員の岩田さんと行ってまいりました。私

と岩田さんで各一話ずつの役割分担でした。なにしろ

生まれて初めての読み手です。さながら声優にでもな

った気分で、セリフに抑揚を付け、要所要所で間を開け

ながらゆっくり活舌よく発声してきました。いつでもどん

な時でも落ち着いて対応される岩田さんの姿勢に尊敬

の念を感じた次第です。 

最後になりますが、来年６月の台湾での国際大会で

すが現在参加者大募集しております。あまり参加者が

集まっておらず曽根さんが困っています。昨年のハワ

イでは実現しなかったですが、台北でのガバナーナイト

で盛り上がりましょう！！ 

是非ご参加頂きますようお願い申し上げて計画発

表とさせていただきます。 
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「青少年奉仕委員会」 

 
岩田 進市君 

本年度青少年奉仕委員会委員長を仰せつかりまし

た。岩田進市です。委員会は副委員長の木本寛君と奉

仕プロジェクト常任委員会の皆様と行動していきます。       

計画要項は、１．地域青少年の健全な育成を図る活動

に努める。２．地区およびクラブの青少年奉仕活動に努

める。としました。本来ではこうなん産業フェスタへの参

加窓口として実施予定でしたが開催中止とのことで残

念です。本年度、コロナ禍の中、社会、ロータリー活動

を考えていきたいと思います。一年間お世話になりま

す、よろしくお願いします。 

 

 

 

募金にご協力いただきました 

 ７月に発生しました、熊本豪雨災害への義援金としま

して、皆様より募金をいただきました。 

 ご協力ありがとうございました。 

 
 

 

 

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 水野 和吉・三輪 慎一郎) 


