２０２１年 （ 令 和 ３ 年 ） ７ 月 １ 日 ( 木 ) 雨

点 鐘
会長 長瀬 晴義君
司 会
ＳＡＡ 堀尾 庄一君
国歌斉唱
「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
北畑 祐二君
－ 言行はこれに照らしてから －
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
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 タンヤピシット シタン君

第 ２ ７ ０ ５ 回 （ 当 年 度 第 １ 回 ）例会

２０２１－２２年度、江南ロータリークラブ第５７代会長
を仰せつかりました長瀬です。よろしくお願いいたしま
す。
入会１４年目となりましたが、まさか自分が会長挨拶
をすることになるとは思ってもおりませんでした。
本年度の例会は、７月１日に始まり翌年６月３０日に
最終例会を迎えるという年度になっております。次回こ
のような年度が有るのかと調べさせていただきました。
次回は２０３２－３３年度、第６８代会長の時です。その
次は２０３８－３９年度、第７４代会長の時で、更には２
０４９－５０年度、第８５代会長の時となります。その時、
私は９２歳となりますのでメンバーとして残っているかど
うかは定かではございません。
後ほど、年度方針でも述べさせていただきますが、
今から創立６０周年に向け江南ロータリークラブが今一
度足元を固めメンバーが一つにまとまり、楽しくつなが
れる親睦を中心に進めてまいりたいと思っております。
一年間皆様方には大変お世話になりますが、ご理解、
ご協力賜りますことをよろしくお願い申し上げ、挨拶とさ
せていただきます。また、本日もよろしくお願いいたしま
す。

直前会長・幹事記念品贈呈

会長挨拶

直前会長 加藤 義晴君

会長 長瀬 晴義君
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米山奨学金授与

卓 話
「本年度の目標及び方針計画発表」

米山奨学生 タンヤピシット シタン君
幹事報告
出席報告
会員数
４６名

-別紙-

出席者数
３７名

幹事

永田 広光君

委員
欠席者数
９名

佐藤 弘夫君
出席率
８６．０％

ニコボックス
委員 佐藤 弘夫君
○２０２１－２２年度が始まりました。執行部一同お世話
になります。
本日の卓話で４名より発表をさせていただきます。
一年間どうぞよろしくお願いいたします。
長瀬 晴義、猪子 明、永田 広光、濱島 聡一朗
各君
○SAA として１年間お世話になります。例会の進行にご
協力をよろしくお願いします。
堀尾 庄一君
○長瀬年度、発足お目出とう御座います。
長瀬会長、体調管理気を付けて、１年マイペースで頑
張って下さい。
松井 智義君
○前年度は大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。
長瀬丸の順風な航海を祈念します。
加藤 義晴君
○長瀬年度のスタート、おめでとうございます。
６月まで幹事として皆様に大変お世話になりありがとう
ございました。
私は今、入院中で本日の例会に出席できず残念で
す。また今月中旬以降に元気な顔で出席したいと思
っています。よろしくお願いします。
近藤 道麿君
○２０２１－２２年度 長瀬年度のスタートを祝して
伊藤 鶴𠮷、森 弘好、倉知 正憲、尾関 憲市、
熊澤 治夫、川崎 良一、松岡 一成、庄田 元久、
古田 嘉且、冨永 典夫、杉浦 賢二、伊藤 靖祐、
沢田 昌久、片平 博己、岩田 静夫、杦本 哲一、
南村 朋幸、中村 耕司、富田 清孝、岩田 進市、
早川 一三 各君
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会長 長瀬 晴義君
２０２１－２２年度ＲＩ会長はシェカール・メータ氏です。
テーマについて書かれた詩が紹介されています。
授けられた最大の贈り物は
誰かの人生に触れる力
変える力
違いをもたらす力
めぐりゆく命の中で
手を、心を、魂を
差し伸べるなら
魔法が起こる
歯車が回りだす…
ともに歯車を回そう
全人類の繁栄のために
私たちには力と魔法がある
奉仕しよう…みんなの人生を豊かにするために
…
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
２０２１－２２年度ＲＩ会長シェカール・メータ氏のテーマ
です。
そして、シェカール・メータ氏は、胸に手を当て一緒に
宣言していただきたいと言います。「私たちには、奉仕
し、みんなの人生を豊かにする力と魔法があります」
また、２０２１－２２年度ＲＩ２７６０地区 沓名ガバナー
は「チェンジロータリー 新時代の成長に！」～コロナ
ゼロ・カーボンゼロ支援～ を地区方針に揚げていま
す。
まだまだ、日本や世界では新型コロナウィルスによる
感染者が拡大し、更には変異株による感染症が猛威を
振るい、社会生活、経済活動など深刻な状況が続いて
おります。
今後ワクチンの接種により新型コロナウィルス感染
者の減少、そして収束へと向かうのかは、いまだ目途
が立たない状況です。
この新型コロナウィルスの影響により新しい形での
社会生活、経済活動が確立され人々の行動も変わりつ
つあります。コロナの影響により新しい時代が到来する
と思います。

「変革の新時代」～つなごう 人・まち・ロータリー 共
にもっと成長しよう～ を２０２１－２２年度クラブ会長の
年度方針に揚げ、今から創立６０周年に向け江南ロー
タリークラブが今一度足元を固めメンバーが一つにまと
まり、楽しくつながれる親睦活動を行います。
また地域の人々とのつながり、このまちとつながる奉
仕活動を行うことでロータリークラブの公共イメージ向
上を図り、共にもっと成長するよう努めていきます。
重点目標
1. コロナゼロ・カーボンゼロ支援の推進。
2. 会員増強（特に女性会員）を行う。「一人が一人以
上に声をかける」
3. 地域事業へ参加し江南ロータリークラブの公共イ
メージの向上を図る。
4. 創立６０周年に向けメンバーが一つにまとまり、楽
しくつながれる親睦活動を行う。
5. クラブ戦略委員会を通じ、創立６０周年に向けての
クラブの方向性を見いだす。
とさせていただきました。
後ほどクラブ行事等につきましては、幹事の方より報
告が有るかも知れませんが、第９回ワールドフード＋ふ
れ愛フェスタへの参加、１人２枚以上の協賛チケットの
購入協力、東尾張分区ＩＭ に尽きましては東尾張分区
内、クラブ全員登録の協力、また１０月２１日の５クラブ
合同のガバナー公式訪問ではホストクラブとなっており
ます。既に会場の名鉄小牧ホテルを押さえて有ります
が、皆様には大変お世話になりますので協力をよろしく
お願いいたします。
クラブが６０周年に向け一つにまとまるよう、一年間
頑張ってまいりますので皆様のご理解とご協力をよろし
くお願い致します。

副会長 猪子 明君
本年度副会長を務めさせていただく猪子 明です。一
年間よろしくお願いいたします。
昨年、長瀬会長より副会長のお話をいただきました。
仕事の都合上、土日や遠距離で行うロータリー活動の
制限がある身にとって、執行部として務まるかと迷いま
したが、川崎年度の幹事を務めた際、副幹事としてサ
ポートしていただいたのが長瀬会長でありました。その
一年間の幹事の経験が副会長としてお役に立てるかと
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考えました。出来ないことが多々あると思いますが、数
は少なくても貴重なクリーンヒットを打ちたいと思います。

幹事 永田 広光君
２０２１－２２年度、幹事の役をお預かりします永田で
す。
長瀬会長のもと幹事を務めさせていただきます。入会
させていただいてから７年が過ぎましたが、まだまだロ
ータリーの事を熟知しているわけではありません。未熟
者ではございますが、経験豊富なメンバーの皆様にご
指導いただきながら精進してまいります
本年度、長瀬会長が掲げるクラブ方針「変革の新時
代～つなごう人・まち・ロータリー 共にもっと成長しよう」
を念頭に様々な事業展開を各委員長の皆様を中心に
クラブ一丸となって活動出来る様、そして皆様が楽しめ
るよう 幹事職を全うさせて頂きます。
長瀬会長の想いを形にするのが私の役目でもあると
思います。執行部でしっかりとコミュニケーションを図り
クラブの要として運営を進めて参ります。
コロナワクチン接種が進んで来たものの、本年度もま
だまだコロナの影響が残る年度になろうかと思います。
状況判断をしっかりと行い「クラブの為」にを念頭に置き
コロナ禍でも楽しめるロータリーライフの提供を目指し
てまいります。
最後にお願いです、私幹事より直接出欠確認などの
お電話をメンバーの皆様に入れさせていただくことがあ
るかと思います。会員名簿を開いていただき私の携帯
番号をご登録をお願いします。お電話した折には明る
い声でお電話に出ていただきます様お願いします。ま
た出られない場合は折り返しを必ずお願い致します。
皆様のクラブ運営へのご協力をお願い致しまして、簡
単ではございますが私からの挨拶とさせていただきま
す。 本年度よろしくお願い致します。

お知らせ
本年度より「ラ・カーサ」様にお弁当をお願いしており
ます。そして今回が第１回目でした。
品数が多くボリュームもあり、とても美味しかったです。
今後ともよろしくお願いいたします。

副幹事 濱島 聡一朗君
本年度副幹事を仰せつかりました濱島です。２０１５
年に入会をさせていただき、早いものでクラブ在籍６年
目に入りました。これまでに会報、副 SAA、会員増強、
親睦活動などの役職を経験させていただきながら、徐
々にではありますが会の活動にも慣れつつある今日こ
の頃です。とは申しましてもこの副幹事という今までに
経験した事のない大役を全うできるのか不安でしかあ
りませんが、執行部の足を引っ張ることのないように一
年間頑張っていきたいと思います。
クラブの細則によりますと「副幹事は幹事を補佐し、
幹事不在の時はその任務を代行するものとする。」とさ
れております。皆さまもご存知の通り永田幹事は一昨
年の伊藤ガバナー年度でも大活躍をされた、当クラブ
の「絶対的なエース格」です。抜群の調整力を武器に、
公式な業務のみならず非公式な活動までをそつなくこ
なす二刀流の代役が私などに務まるとは思っておりま
せんが、まずは幹事の業務を間近で観察して勉強をさ
せていただきつつ、何よりこの一年間、永田幹事が体
調を崩して例会を欠席される事がありませんように、健
康面でもサポートできればと思っています。
コロナの影響で様々なつながりの分断や社会活動の
変化、行動の変容を求められ、その影響をロータリーク
ラブも例外なく受けてきた事は言うまでもありません。ク
ラブ年度方針の「変革の新時代」〜つなごう 人・まち・
ロータリー ともにもっと成長しよう〜 の下、長瀬会長
には世の中の情勢を見極めながら大変難しくも重要な
舵取りが要求され、それを猪子副会長、永田幹事ととも
に執行部がサポートしていくことでより良いクラブの活
動が形成されていくものと思われます。各種事業を担
当していただく委員会の委員長さんをはじめ、会員の
皆さま、事務局の渡邉さんとの連携にも配慮しつつ、江
南ロータリークラブが一丸となって成長していくお手伝
いをさせていただきたいと思いますので、一年間どうぞ
よろしくお願いいたします。

点 鐘

会長 長瀬 晴義君

- 4 -

写真等がございましたら広報までお知らせください
（担当 三輪慎一郎）

