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２０２０年（令和２年） 10 月 8 日  (木 ) 雨  第２６８7 回（当年度第 8 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             沢田 昌久君 

－ 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    

                 今回はありませんでした。 

 

会長挨拶                      

 
  会長 加藤 義晴君                    

今日は台風１４号の影響で１１月初旬の気温とのこと、

暦の上では「寒露」、何となく肌寒さを感じるようになって

きました。朝晩の寒暖差が大きくなり、体調を崩しやす

い季節でもありますので、新型コロナウイルス感染防止

とともにくれぐれも健康管理に御留意いただきたいと思

います。 

今日の卓話はプログラム変更して、森さんの会員卓話

からクラブ管理運営常任委員会のクラブフォーラムにな

りました。森さん及び森さんの卓話を楽しみにしておら

れた方々には大変申し訳ありませんでした。また、急遽

お願いしましたクラブ管理運営常任委員会の杉浦常任

委員長はじめ皆様方よろしくお願いいたします。 

さて、少し先になりますが、１０月２４日は世界ポリオデ

ーです。ロータリーは１９８８年以降、世界保健機構

(WHO)などとともにポリオ根絶を推進してきました。今年

８月２６日には WHO がアフリカ地域の野生型ポリオウィ

ルス根絶を認定し、残された地域は中央アジアのパキ

スタンとアフガニスタン２か国内のわずかな地域だけに

なったそうです。これまでロータリーが果たしてきた役割

は多大なものがあり、引き続き世界全体のポリオ根絶

に向けて取り組み、１９８０年に根絶宣言された天然痘

に次いで人類２例目のウィルス根絶を果たしたいもので

す。２４日にはロータリーの世界ポリオデー特別プログ

ラムがオンライン配信(EndPolio.org/ja)されますので機

会がありましたら是非ご覧ください。 

今日もよろしくお願いします。 

 

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 ３４名  １１名 ８５.０ ％ 

 

 

ニコボックス               委員  水野 和吉君 

 

〇本日クラブフォーラム クラブ管理運営常任委員会の

卓話よろしくお願い致します。 

加藤 義晴、富田 清孝、近藤 道麿、杦本 哲一各君 

 

○本日卓話担当です。よろしくお願い致します。  

              森 弘好君  

○今日クラブフォーラムの卓話をさせて頂きます。よろし

くお願い致します。 

杉浦 賢二君                      

○本日のクラブフォーラムで例会運営委員会の卓話を

させて頂きます。               

猪子 明君                  

○本日のクラブフォーラムにて親睦活動委員会の発表

をさせて頂きます。よろしくお願い致します。 

濱島聡一朗君 
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○本日のクラブ管理運営常任委員会の発表をさせて頂き

ます。よろしくお願い致します。 

松岡 一成、庄田 元久、冨永 典夫、片平 博己、   

長瀬 晴義、中村 耕司、木本 寛、岩田 進市、早川 

一三 各君 

   

卓 話 

「クラブフォーラム」 

クラブ管理運営常任委員会  

 
委員長  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。 

クラブ管理運営常任委員会はプログラム委員会、例会

運営委員会、親睦活動委員会の３つの委員会から成り

立っています。今日は先ず私がクラブ管理運営常任委

員会の概略を説明させていただき、その後プログラム委

員会、例会運営委員会、親睦活動委員会の各委員長さ

んに発表をしていただきます。ただしプログラム委員会

は私が兼務しているので副委員長の森さんに発表をお

願いしました。この３つの委員会の合言葉は、岡部ガバ

ナー・加藤会長のテーマ及びルー大柴にちなみ

「TOGETHER！しましょう」としました。要はみんなで一

緒にやろうよということです。 

このクラブ管理運営常任委員会は当江南ＲＣにとって初

めての組織ということで少し調べてみました。ネットに RI

「クラブ管理運営委員会の手引き」という説明文があり

ましたので読んでみると、その責務は 

① クラブが年度目標を達成できるよう委員会目標を立

てる 

② 例会プログラムと特別プログラムを計画する 

③ クラブ会報を発行しクラブのウェブサイトを管理する 

④ クラブ幹事が出席を記録するのを援助する 

⑤ クラブ会員間の親睦を深める 

⑥ クラブを効果的に運営するための活動を行う 

と書かれてありました。当クラブに当てはめてみると組

織の小委員会の組み方で②、⑤、⑥ぐらいが該当しま

すが、他は別の常任委員会の範疇となります。 

前年度私は伊藤パストガバナーのもと副幹事を仰せつ

かり、分区の担当として東名古屋分区を担当し、ガバナ

ー補佐とともに分区内１２クラブを訪問させていただきま

した。それらのクラブの中では既に２クラブがクラブ管理

運営委員会を採用されていました。参考までにそれらの

委員長さんたちのクラブ計画書を紹介させていただきま

す。一つ目は名古屋 NＲＣで４つの小委員会があり、ク

ラブ奉仕・会場設営・ニコボックス・出席委員会の委員

長はすべてクラブ管理運営委員長が兼任しています。

そして方針及び活動内容は・昨年度に引き続き、各委

員長が自覚を持って、腕章・タスキを付けゲスト・ビジタ

ーをお迎えし、新入会員の方にも和みやすい会場設営

をし、その結果出席率８０％以上、メイクアップ後の出席

率１００％を目指します。・例会の運営につき、関連委員

会ともよく協議し魅力ある例会となるよう心掛ける。二つ

目は名古屋 TＲＣで７つの小委員会（親睦・会場設営・ニ

コボックス・ロータリー情報 

公共イメージ向上・会員増強・クラブ戦略計画）を束ね、

それぞれの委員長は他に存在します。そしてクラブ管理

運営委員会の事業計画は「クラブ奉仕関連各委員会の

調整を図る」のみです。以上 RI の手引き、実際の組織

運営に関してもあまり参考になるものはなく、それぞれ

のクラブが独自の歴史を辿り、地域の特殊性等に影響

されながら多様性を育ててきたものと思われます。江南

ＲＣも新しい組織のもと、その活動の中で独自のロータ

リー文化を育てていけたらいいなと思っています。加藤

年度発足以来コロナ禍が渦巻き、活動らしいことはあま

りできていませんが、その中でも７月末に行った IDM で

は各委員長さんにテーマを与え、そのテーマを中心に

語り合っていただきました。 

そのテーマとは 

プログラム委員会 例会運営委員会 親睦委員会

・STS卓話者の選定
・コロナ禍における
感染防止の対応 ・ビジター、来客の

接待方法の徹底と工
夫（おもてなし）・その他の卓話者 ・コロナ禍における

会員の着席レイアウ
トの工夫・緊急時の対処

・「歳忘れ家族会」
における役割分担

①日にちに余裕の
ある場合

・食事不足の場合の
対応の徹底

・５５周年記念式典
における前親睦委員
会との役割分担、意
思疎通

②日にちに余裕のな
い場合

・SAAとの意思疎
通  

次に発表していただく各委員長さんには、上記の IDMの

結果を含めて発表していただきます。ご清聴ありがとう

ございます。 

 

プログラム委員会  
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副委員長  森 弘好君 

 

今年度、プログラム委員会の IDMを行った際「STSの卓

話者の選定」、「その他の卓話者」、「緊急時（卓話者欠

席、時間余り）の対処」について話し合いました。当初１

２月３日の STS の卓話を日銀名古屋支店・清水季子支

店長にお願いしてありましたが、７月の移動で本店に行

かれてしまいました。後任の加藤毅支店長は御都合が

つかず、来年３月頃をめどに日程調整をして頂いていま

す。そこで加藤会長の御骨折りで、一宮の FM局の方に

お願いをしてあります。 

今年度はまだまだ新型コロナウイルスの為クラブ行事

予定が中止、変更を余儀なくされると思いますが、そう

した中、食事だけではなく卓話を楽しみに出席して頂け

るような魅力ある例会にしていきたいと考えています。

頑張っていきますので、皆様の御理解とご協力をよろし

くお願いします。 

 

例会運営委員会  

 
                      委員長 猪子 明君 

 

クラブ管理運営常任委員会 杉浦委員長主催の IDMで

例会運営委員会の協議したテーマと協議結果です。 

・例会開催にあたり、どのような新型コロナ感染防止策

をとることができるか？ 

① マスク着用と手の消毒を徹底するため、例会場入り

口に、マスクとアルコール消毒液を設置する。 

② 会場の空気換気をよくするため、窓と扉をすべて開

放する。 

③ マスクをはずさなければならない食事時にソーシャ

ルディスタンスをとるため、テーブルの配置をスクー

ル形式のレイアウトにする。 

・弁当数の不足対応の徹底をどうするか？ 

① 例会欠席の事前アンケートを参考にし、ゲスト&ビジ

ター数の事前把握に努め、慎重に数を予測する。 

実状は、コロナによる例会数の減少により予想より出席

数が多いのが現実です。 

また、米山奨学生ジョン君のハラルフード弁当を中村君

の紹介で手配出るようになった。(インドカレービカス) 

SAA との連携をとり、いかに例会運営を円滑にできる

か？ 

① 例会次第に沿って進行の打ち合わせをする。 

② 進行の状況により随時対応する。 

今後も委員会メンバー一丸となって活動してまいりま

す。 

 

親睦活動委員会  

 
                   委員長 濱島 聡一朗君 

 

本年度よりクラブ管理運営常任委員会に包括されてお

ります親睦活動委員会です。本日はクラブフォーラムと

いうことで、常任委員長の杉浦さんから委員会の活動

計画、方針についての卓話をお願いしますとのお話を

いただきました。せっかくいただいた機会でありますの

で、現時点でお伝えできる部分などを掻い摘んでお話し

させていただきたいと思います。 

 まず７月に行われました常任委員会での IDMでは、私

と中村さん、近藤幹事の３名グループでディスカッション

を行いました。一つ目の目標として掲げられた「来客の

接待方法の徹底と工夫」はまさに「おもてなしの実践」と

いうことになりますが、これにつきましては先日の例会

の際に米山奨学生のジョン君に中村さんが個別メニュ

ーを準備して下さいましたことこそが現時点での最大の

成果であると思っています。恥ずかしながら、委員長で

ある私は全く考えもしなかった、中村さんの細やかな気

遣いの賜物であります。ゲストやビジターの方に話をし

やすい会員を隣に配置するなどの具体的な策は出まし

たが、残念ながらこれまでの例会ではどうするべきかを

臨機応変に考える間もなく、どのようにおもてなしをして

いいものかの気も回らず、ただただその場の成り行きを

見ているだけといったところであります。 

 二つ目の目標としまして１２月１３日の年忘れ家族会

に向けた会場や企画を色々練ってきましたが、残念な

がら本年度は宴会場を使用しての開催は中止するとの

方向で、先週の理事会でも決定されました。このような

状況でも会場を見てもらうことで楽しめるような方法は

ないかと、これまで考えていました一例としまして、以前

まで蘭の館として親しまれていた矢場町のフラリエや、

庭園の美しい徳川園のレストラン、高層階からの夜景

の綺麗なミッドランドのフレンチ、名古屋銀行協会のホ

テルオークラレストランなど、様々な会場での開催も視

野に入れておりましたが、今般のコロナ禍を踏まえて会

員の皆様には別の形でお楽しみいただける企画に切り

替えていきたいと思います。 
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 もう一つの目標としまして、５５周年の記念式典の開

催の支援もありましたが、こちらも残念ながら開催が中

止となり、猪子委員長はじめ準備に携わられた皆様も

心残りな結果となってしまったことと思います。現在執行

部の皆様とこちらの予算を何か別の形で皆様に還元で

きないものかと思案をしておりますので、今しばらくお待

ち下さい。 

 最後にもう一つ、こちらもまだどうなるかが分かりませ

んが、春頃に計画しています親睦旅行についてですが、

どのような企画にするのか頭を悩ませております。日々

の感染の発生状況を見つつ、移動や飲食、娯楽要素の

すべての点において安心して楽しめる企画を考えてい

きたいと思います。団体での宿泊を伴う旅行、長時間、

長距離の移動はおそらく難しいことから、移動時間の短

い近場での日帰り旅行というのが一つの着地点になっ

てくるものと思われます。曽根さんにもアイデアをいただ

きながら企画を練っていきたいと思います。 

 年次計画を発表させていただいた際にもお伝えしまし

たが、このコロナ禍で会員皆様の健康を第一にしながら、

親睦を深めることの難しさを改めて実感しております。

世間ではもうコロナを過剰に恐れる必要はないといった

風潮もありますが、１００年前に流行したスペイン風邪

が約２年間にわたり、第３波までの大流行を引き起こし

た記録を見ても、まだ新型コロナウイルスに対して気を

緩めるのは時期尚早かと思われます。世界に目を向け

ても欧米各国では感染が再拡大し、ニューヨークの一部

の地区ではロックダウンを再開している中で、国内の芸

能界やスポーツの分野でも新規感染者が発生しつつあ

るのは看過できない状況と考えられます。 

 世界各国での開発競争により当初の計画を前倒しし

てワクチンや治療薬が流通してくることも期待されてお

りますが、現時点では個人個人が正しい情報を収集し

て政府の推奨する新しい生活様式に準じた予防を心が

けることが、集団の感染を防ぐことにつながってくるもの

と思われます。私自身は他人の健康を預かる職業上、

宴会も宿泊を伴う旅行も全て自粛した生活を強いられ

ておりますが、おそらく今年度いっぱいはこの生活が続

くものと考えています。ただ、一年間何もできないばかり

では会員相互の親睦も薄れていく一方になりますので、

様々な情報を収集しつつできる限り親睦委員長としての

責務を全うしていきたいと思います。 

 

点 鐘                 会長 加藤 義晴君 

 

活動報告 

 

大口町立保育園からリヤカーのお礼の品が届きまし

た。 

 

同好会だより 

同好会「宇宙（そら）の会」では連休を利用して広島県呉

市～徳島県高松市～淡路島 (1泊 2日の強行軍！) に

行ってきました。 

源平時代からの造船・操船の街だけあって 目前で見

る潜水艦・護衛艦は 物言わぬ異様な迫力があり 戦

艦「大和」、潜水艦空母「キ 400」が作られた海軍工廠を

眼下に見下ろした時、これまで映像の中にしか過ぎな

かった近代史に 感慨深い思いにかられました。 

これから映画・TVを 倍楽しめそうです。 

冨田会員リクエストの本場讃岐うどん「山田屋」は最高

に美味しかたのですが、周辺の山田屋渋滞はひどく、

駐車場に入るだけでも 1 時間の覚悟が必要です。今回、

杉本が裏技を瞬時に引き出しましたので お越しの方

はお尋ね下さい。 

コロナ自粛が緩んだとはいえ 帰りの高速道路、特に淡

路島瀬戸大橋～吹田 JCTの渋滞は凄かったです。 

全走行距離：1,118km 移動時間：5 時間 30 分(江南市

～呉市) 

＜9月 20日(日) 行程＞ 

1) 海上自衛隊 呉基地「呉地方総監部第一庁舎」 

2) 潜水艦くろしお特性「広島風柔らか牛すじカレー」 

3) アレイからすこじま 

4) 歴史の見える丘公園「旧呉海軍工廠造船部」 

5) 海上自衛隊 呉史料館「てつのくじら館」 

6) 呉市海事歴史科学館「大和ミュージアム」 

7) 屋台通(呉市蔵本通) 「夜の街 enjoy！エンジョイ！」 

＜9月 21(月) 行程＞ 

8) 瀬戸大橋 与島パーキングエリア 

9) 讃岐うどんランキング No.1 「うどん本陣 山田屋 」

ver.(高松市牟礼町八栗参道) 

10) 淡路島 国営明石海峡公園「淡路夢舞台・奇跡の

星の植物園」 

                          杦本 哲一君 
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ＧｏＴｏキャンペーン中です！ 

 

写真等がございましたら広報までお知らせ下さい 

(担当 駒田 洋平・曽根 竜治) 


