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２０２０年（令和２年）１０月２９日  (木 ) 晴れ 第２６８９回（当年度第１０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           「我らの生業」 

四つのテスト唱和            三輪 慎一郎君 

－ 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 

先週２０日に名鉄小牧ホテルで開催されました５クラ

ブ合同のガバナー訪問には、多くの方に御参加いただ

きありがとうございました。次年度は、江南がホストクラ

ブになりますので、よろしくお願いいたします。 

今月の例会は、１０月１日十五夜の日に始まり、開催

できるか心配しながらでしたが、今日で４回目を迎える

事ができました。 

今日は、奉仕プロジェクト常任委員会のクラブフォー

ラムです。いよいよ、１１月に予定しております本年度

のメイン事業「無料電話相談会」などについて卓話をし

ていただきます。 

地区補助金を活用して実施します「無料電話相談会」

は、ロータリーの目的の一つであります「奉仕の理念を

奨励」する事業として、今年度 RI テーマ「ロータリーは

機会の扉を開く」、また、地区方針「行動するロータリア

ン！世界で何かよいことをしよう、TOGETHER!」、そして、

私のクラブ会長の年度方針「地域との結びつき、人との

繋がり、そしてロータリーを継ごう TOGETHER!」を実践

する具現的な機会だと考えております。この他、職業奉

仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕それぞれにつき

ましてよろしくお願いいたします。 

映画「鬼滅の刃」が空前の人気で１０日間で興行収

入１００億円突破したそうです。コロナ禍の中で、人々

の鬱憤を晴らすような観客動員のようです。また、ハロ

ウィンは明後日になりましたが、今年は控えめな行動

が求められていますので家庭で楽しむ傾向だとニュー

スで言われています。 

さて、今夜は十三夜です。中秋の名月は１日の十五

夜でしたが、十三夜は「後の名月」と呼ばれ、日本固有

の風習で、９１９年に宇多天皇が始められたとか？平

安の時代から十五夜にお月見をしたら十三夜にもお月

見をするものとされており、片方だけでは「片見月」と呼

ばれ、縁起が良くないと言われているそうですので、是

非今夜のお月見も楽しんでいただきたいと思います。１

日にお月見が出来なかった方は３１日が満月です。今

年の１０月は十五夜に始まって、満月(十五夜)で終わる

という、珍しい年でもあります。 

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 ３０名  １５名 ７５．０％ 

 

ニコボックス               委員  水野 和吉君          

〇１０月２０日ガバナー公式訪問、御参加御疲れ様でし

た。 

  本日の卓話、奉仕プロジェクト常任委員長 波多野

智章君、よろしく御願いします。  

加藤 義晴、富田 清孝、近藤 道麿、杦本 哲一      

各君 
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○本日、奉仕プロジェクト常任委員会からの発表と「電

話相談事業」の説明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、卓話をさせていただきます。また、電話相談会

へのご協力よろしくお願い致します。 

                          尾関 育良君 

○クラブフォーラム奉仕プロジェクト常任委員会「電話相

談室」事業の説明宜しくお願いします。 

  松岡 一成、庄田 元久、杉浦 賢二、沢田 昌久、

岩田 静夫、長瀬 晴義、岩田 進市 各君 

    

卓 話 

「クラブフォーラム 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 

地区補助金事業「電話相談事業」 開催要領 

奉仕プロジェクト常任委員会 

 

１．事業目的 

・地域の日常生活の中で疑問や不安・悩みなど抱える

人達に、会員の持つ職業的知識・技能等を生かして、

相談内容の解決の一助としていただく。 

・この事業を通して、地域社会に対してＲＣのイメージ向

上を図ると共に、住民生活の安定に寄与する。 

 

２． 開催スケジュール 

１１月 ６日（金） 尾北ホームニュース１５段１面掲載 

            担当：公共イメージ向上委員会 

１１月 ７日（土） 相談受付日 

            受付時間  ：１０：００～１３：００ 

            相談内容確認：１０：００～１６：３０、

他日（必要に応じて） 

            開催場所  ：江南ＲＣ事務局 

１１月２１日（土） 相談日（例会開催日） 

            相談時間  ：１０：００～１６：００（１２

時～１３時昼食休憩） 

            開催場所  ：江南商工会館 別館２

階研修室 

 

３． 参加者（対応者） 

１１月 ７日（土） 相談受付日 

          奉仕プロジェクト常任委員会に属する

会員、会長他執行部 

１１月２１日（土） 相談日（例会開催日） 

           例会催日であり参加可能の全会員 

           相談内容に応じた相談対応会員、 

設営・記録等の担当会員 

 

４． 実施方法 

（１） 受付 

１０時～１３時の３時間受電、簡潔に名前と連絡電話番

号を聴取 

折返しレンタル電話（３台）にて相談希望者に架電し内

容を確認。 

メールの受付に関しては上限を５０件とし対応する。 

担当者を調整後２１日の相談時間を改めて連絡する。 

（２） 相談 

１件３０分以内、合計５０件以内、１０台のレンタル携帯

電話にて対応 

１０時～１５時（１２時を除く）の毎時００分から５相談・３

０分から５相談 

 

５．その他 

（１） 対応する相談件数は５０件を上限とし、会員が

対応できる相談内容に限定する。 

相談内容の選定は奉仕プロジェクト常任委員長と会長

他執行部で行うこととする。 

（２） 相談対応会員（１件に複数人の場合あり）の決

定については、相談内容に対応出来る会員と調整し、

速やかに決定して相談希望者に相談電話架電時間の

連絡をすることとする。 

（３） 相談の受付をした場合であっても、件数、内容、

住居地等により対応できない場合があることを周知する

こととする。 

（４） 相談に対応できない希望者には調整後速やか

にその旨架電連絡することとする。 

（５） 受付日に参加した場合は、会員集合時間から

解散時間までの時間内で３６分以上参加した場合にメ

ークアップとして扱うことができることとする。 

（６） 相談日の例会出席扱いの要件については、会

員集合時間から解散時間までの時間内で３６分以上参

加することを要件とする。 

（７） 相談日の昼食は寿司折とお茶を１１時３０分ま

でに用意します。持ち帰っていただいても結構です。 

（８） １１月７日相談受付日の１０時～１６時の間に、

メンバーの皆様へ２１日対応可能かの連絡及び調整を

いたしますので、その間出来る限り対応いただけますよ

うお願い申し上げます。 

（９） 本事業に関わったメンバーは、事業の終了後

においても、本事業に関して知り得た個人情報の取扱

いに関し責任をもって管理し、個人情報の保護に関する

法律を遵守すること。 

（１０） その他事業開催にあたり不確定なことについて

は、奉仕プロジェクト常任委員長と会長他執行部で協議

の上決定する。 
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「社会奉仕委員会」 

 
尾関 育良君 

みなさんこんにちは。本年度、社会奉仕委員会委員

長を仰せつかっております尾関育良です。 

社会奉仕委員会としましては、来る１１月２１日の本

年度の地区補助金事業であります「無料電話相談会」

が一番重要な活動となります。職業奉仕委員会と協力

させていただき、無事成功できるように努めたいと思っ

ております。 

その他の事業につきましては、例年参加しておりま

す、川と海のクリーン大作戦も、新型コロナウィルスの

影響で中止となってしまいました。先日お伝えさせてい

ただいておりますが、江南市障がい者スポーツ大会も

中止となりましたので、電話相談会が、本年度唯一の

社会奉仕活動となる可能性もありますので全力で臨み

たいと思います。 

 今回、このようにお話をさせていただく時間をいただ

きましたので、ロータリーにおける社会奉仕について、

少し調べてみました。 

 皆さんご存じで、釈迦に説法かもしれませんが、ロー

タリーにおける社会奉仕は、１９２３年の国際大会で採

択された決議２３－３４がその基礎となっているというこ

とでした。 

 ロータリーにおける社会奉仕とは、ロータリアンのす

べてがその個人生活、事業生活、及び社会生活に奉

仕の理念を適用することを奨励、育成することである、

とされています。そして、その社会奉仕を実行するため

の社会奉仕活動に対するロータリーの方針や、ロータ

リアン、ロータリークラブの指針が、この声明に示され

ています。 

 その中で、興味を惹かれる記述を見つけました。引用

しますと、「ロータリークラブは地域社会に存在する問

題を見つけ出すことはしても、それがその地域社会全

体の責任にかかわるものである場合には、単独でそれ

に手を下すようなことはしないで、他の人々にその解決

の必要を悟らせる努力をし、地域社会全体にその責任

を自覚させて、この仕事がロータリーだけの責任になら

ないで、本来その責任のある地域社会全体の仕事に

なるようにしている」。 

 これまで、私は社会奉仕とは、地域の問題点・ニーズ

を拾い上げ、それに応え、結果的に感謝される活動と

いうイメージで、継続性はあっても、その活動自体で完

結するもの、というイメージをもっていました。しかしな

がら、地域への啓発により、地域が良くなっていくように

つなげていく、将来性・発展性を見据えた活動も、ロー

タリーの考える社会奉仕活動であると知り、社会奉仕

に対する考えが変わったと同時に、ロータリーの奥深さ

を知った気がします。 

 また、「クラブがひと固まりとなって行動するだけで足

りるような事業よりも、広くすべてのロータリアンの個々

の力を動員するものの方がロータリーの精神にかなっ

ていると言える。」とありました。 

 今回の電話相談会では、どのような相談が持ち込ま

れるのかわかりませんが、ロータリアンの皆様の個々

の職業の知識を集結して、実りある相談会にしたいと

思いますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。 

 

「国際奉仕委員会」 

 
中村 耕司君 

 

 

 
  日本育ちの外国人の子どもたちに、母国の文化に触

れてもらおうと、江南市国際交流協会は、外国の物語を

題材にした紙芝居の DVD を、市内外の施設に寄付しま

した。 

 今回完成した紙芝居は、ペルーやフィリピンなど八カ

国分の物語で、協会の活動拠点である「ふくらの家」を

訪れる外国人や地元住民らが協力し、紙芝居の絵を描

き、その国の言葉と日本語で朗読しました。 
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日本語の朗読に参加する様子 

 
 

 
 

「青少年奉仕委員会」 

 
岩田 進市君 

こんにちは青少年奉仕委員会の委員長岩田進市で

す。本来ですとこの時期、「こうなん産業フェスタ」が開

催され江南ロータリークラブとしてブースを出店し、会

員の皆様方にはブースの商品の寄付をお願いし、ブー

スの運営に従事する予定でした。残念ながら、コロナ禍

の中、本年はフェスタも開催されません。私ども青少年

奉仕委員会は今年度、始まって以来ずっと開店休業状

態です。 

本年は全体事業として「電話相談事業」を奉仕プロジ

ェクト常任委員会委員長の波多野智章さんの元、職務

を実行していく次第です。私ごとですが、殆どの方も 2

員会配属の方が多く、私も例会時、例会運営委員会猪

子明委員長の元、ニコボックスおよび会場運営に携わ

り、わたしのロータリーライフとしては充実した一年をお

送っています。全体事業を前に楽しみにしている次第

であります。皆様方にはご指導ご鞭撻賜りますよう、よ

ろしくお願いします。 
 

 

点 鐘                 会長 加藤 義晴君 

 

 

マスクを寄付しました 

 
 社会奉仕事業の一環として、１０月３０日に江南警察

署交通課にマスク５００枚を寄付しました。 

１２月８日（火）１０時より江南西アピタにて地域の皆

様へ配布される予定となっております。 

 

看板が新しくなりました 

 
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) 

江南防犯協会の看板

が新しくなりました。 

江南警察署前交差点

に面した場所に設置

されています。  

 


