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２０２１年 （令 和 ３年 ）７月 ８日 (木 )  雨  第 ２７０６回 （当 年 度 第 ２回 ）例会  
 
            

点 鐘                 会長  長瀬 晴義君 

司 会                 ＳＡＡ  堀尾 庄一君 

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             田崎 健一郎君 

－ 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 

なし 

 

会長挨拶 

 
                     会長 長瀬 晴義君 

昨日、７月７日は七夕でしたが生憎の曇空で夜間星

を見ることが出来なく大変残念でした。また「雨が降る

と天の川が渡れない」ともいわれます。来年こそは星空

が見られるよう願うばかりです。 

７月に入り天気が思わしくありませんが、今年は梅雨

が２回観測されたそうです。梅雨が２回ある年は心が

弾む年のようです。雨期、雨期ということだそうです。し

かしながら梅雨といえばやはりネガティブな印象ではな

いでしょうか。 

この梅雨の長雨により各地で災害が起こっておりま

す。被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げ

ます。 

梅雨という言葉は季節感のある漢字の組み合わせ

で、梅が取れる季節は雨が多いので「梅雨」は日本特

有なものと思えますが、韓国、台湾、中国にもあり、６

月下旬から７月下旬頃にかけて梅雨の季節になるそう

です。台湾・中国では「メイユイ・梅雨」と呼ばれ、韓国

では「チャンマ・長霖」と言うそうです。 

梅雨の語源もいくつかあるようで、雨が多く降る季節

から黴の季節、黴の雨と書いて「黴雨・ばいう」と呼ば

れたそうですが、黴という漢字を当てて季節の名前を

呼びたくない、同じ「ばい」でも梅の実が熟す頃に降る

雨から、より気分の爽やかな梅の字を当てて梅雨とし

た説もあるそうです。梅雨についてはまだまだ色々な説

があるそうですが、どれが正しいとは言えないようです。 

この梅雨の時期、片平パスト会長風に表現しますと、

「降る音や耳も酸なる梅の雨・ふるおとや みみもすう

なる うめのあめ」松尾芭蕉となるのではないのでしょう

か。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  永田 広光君 

 

出席報告               委員  佐藤 弘夫君 

会員数 出席者数 欠席者数  出席率 

４６名 ３４名   １２名 ８５％ 

 

ニコボックス               委員  佐藤 弘夫君          

○本日の卓話は「各委員会、年間行事計画発表」です。 

  ＳＡＡ、プログラム委員会、例会運営委員会、会員増

強委員会、会員選考委員会、ロータリー財団委員

会、米山奨学会の各委員長さん、よろしくお願い致し

ます。 

長瀬 晴義、猪子 明、永田 広光、濱島 聡一朗 

各君 
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○昨年度は SAAでお世話になりました。今年度は、ク

ラブ管理運営常任委員長として最後のご奉公だと受

け止めています。 

                          倉知 正憲君 

○本日、米山奨学委員会の発表をさせて頂きます。 

                          杉浦 賢二君 

○年間事業計画発表させていただきます。 

                          片平 博己君 

○本日卓話をさせて頂きます。一年間よろしくお願い致

します。 

                          尾関 育良君 

○来週７／１５（木）朝のＴＶで紹介してもらえることにな

りましたのでよろしくお願いします。 

伊藤 かね子君 

○各委員会の皆さん、年間事業計画の発表よろしくお

願いします。 

松岡 一成、古田 嘉且、岩田 静夫、杦本 哲一、

中村 耕司、加藤 義晴、木本 寛、岩田 進市、 

早川 一三 各君 

 

 

卓 話 

「本年度の目標及び方針計画発表」 

 
                     ＳＡＡ 堀尾 庄一君 

本年度 SAAの堀尾です。 

先般の昨年度最終例会で在籍２０年をお祝いしていた

だきまして誠に有難うございました。 

父親がロータリーに在籍していたこともあり、JC を卒業

して６～７年のブランクがありましたが、父の退会後、し

ばらくして入会させていただきました。 

以来、２０年間、色んな委員会、役職を経験させていた

だきましたが、この SAA も委員会メンバーとして若い頃

より何度も経験してまいりました。 

本来 SAA は委員会ではなく役職であり、副 SAA は

おきますが、委員会メンバーというものはないということ

です。 

今年度は、副 SAA として例会運営委員会の片平委

員長、波多野副委員長にお願いしております。 

SAA の役割は私語を注意したりして規律を守らせ、時

間通り開門、閉門を行うなどということです。今はコロナ

禍で入口は全て空けてあり、席もこのようなスクール形

式なので隣以外なかなかお話しができないようになっ

ております。 

 

 

 
クラブ管理運営常任委員会／プログラム委員会 

委員長 倉知 正憲君 

コロナ禍に翻弄され続けながら新年度を迎えました。 

数字の面では若干減少傾向に転じていますが、県下に

はまだまん延防止等重点措置が敷かれ、隣接する小

牧市も含まれて通常モードには戻っていないのが現状

です。今後例会を始めとする諸事業が年間スケジュー

ル通り遂行できるかどうか、はっきりとした目処が立っ

ていない状況です。 

プログラム委員会の月別計画では、毎月例会変更

や夜間例会が予定されています。どうかお間違えの無

いように早めに把握しておいて下さい。 

昨年度はコロナ禍でほとんど何も出来ませんでした。

今年度こそは来たるべき６０周年に向けてのスタートの

年度にしたいという、会長の強い思いを実現したいと思

います。その為にも必要な事業ばかりです。まずは１名

でも多くのメンバーが参加下さることを、この場を借りて

お願いする次第です。 

 

 

 
         例会運営委員会 委員長 片平 博己君 

例会運営委員長を務めます、片平博己です。よろしく

お願いします。 
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メンバーには、副委員長で音響担当の波多野智章さ

ん、出席・ニコボックス担当の沢田昌久さん、佐藤弘夫

さん、そして、食事担当の熊澤治夫さんです。 

本年度から食事をラ・カーサさんでお願いしておりま

す。この件については、先週いろいろな方から例会にて

コメントをいただいておりますので、多くは申し上げませ

ん。ざっくばらんに要望を出していただき、かつ、どこに

も無理のかからぬようにして、和やかさと落ち着きのあ

る例会運営に努めたいと思います。 

ただ一つ、食事について私から申し上げたいのは、フ

ードロスを少なくしたいということです。ロータリークラブ

が環境問題や貧困問題を口にするならば、まず「隗よ

り始めよ」です。 

例会出席者数がなかなか読めず食事の注文数に迷

います。毎回出欠の確認 FAXをするのも手間がかかり

過ぎますし、それぞれのご事情もあると思います。でも、

せっかく色々工夫して作っていただいた食事をそのま

まお返しして廃棄するということは避けたいです。です

から、毎回ニコボックスの横に今後３回ほどの例会出

欠予定記入表を置いておきますので、明らかに出席す

る予定の場合は、〇。欠席する場合は×。未定、もしか

したら欠席するかもという場合は△を付けてください。

そして、出席する予定だったが事情があって欠席され

る場合は、事務局へ TEL か FAX お願いします。もちろ

んこれらも正確ではありませんが、いろいろなデータを

踏まえた上で予想より少なく注文し、当日足らなければ、

すぐに「天錦」さんか「オリーブ」さんにて手配して数を

合わせる予定です。数量調整は例年通り例会運営委

員会内で行います。その方の食事終了が少し遅くなり

ますが大目に見てください。また、ご協力いただける方

がいらっしゃいましたらお申し出ください。とても助かり

ます。 

食事の量につきましては、個人差がありますので難

しいですが、いろいろご意見を伺いながら相談し、ご満

足いただきつつフードロスをなくす方向にて進めていけ

ればと思います。 

皆様方のご理解とご協力よろしくお願いします。 

 

 

 
会員増強常任委員会／会員増強委員会  

委員長 尾関 育良君 

  

皆さんこんにちは。 

本年度、会員増強常任委員会委員長及び会員増強

委員会委員長を務めさせていただきます尾関育良です。

一年間よろしくお願いいたします。 

 会員増強委員会の基本的な年間計画につきましては、

新会員の獲得及び現会員の退会を防止し、当クラブの

会員数の増加を図ることにあり、これまでの方針と変わ

るところはありません。 

会員増強は、当クラブがこのところ抱えている課題で

ありますが、これは当クラブに限ったことではなく、国際

ロータリー全体でみても、会員増強は大きな課題となっ

ています。 

一昨年度は、クラブ待望の女性会員が入会し、喜ば

しい限りでしたが、昨年度開始時と年度終了時の会員

数を見ますと、１名増となっており、依然として会員を増

やしたい状況にあることは変わりありません。 

この点、ロータリーは奉仕活動を行う団体であり、奉仕

活動は徒に社会にアピールして行う必要もないことかも

しれませんので、強行に会員数の増加を図る必要はな

く、志のある方々が集まって活動すればよいという考え

もあるかもしれません。 

しかしながら、クラブのメンバーが増えれば、人手も

財力も増加し、選択できる奉仕活動の幅も増え、少人数

ではできないことが可能になります。 

また、奉仕だけではなく、親睦もロータリークラブの中

核となるものであり、より多くのメンバーがいる方が、人

的コネクションが生まれ、他の会員により新たな発見を

したり、感銘を受けたり、交友関係が広がる機会も増加

します。また、クラブ全体の雰囲気も活気あるものにな

っていきます。 

こうした点からも、会員増強はやはり必要であると思

います。 

本年度のシェカール・メータ RI 会長は、過去１７年以

上１２０万人と横ばいになっているロータアンの数を２０

２２年 7月１日までに１０万人増やし、１３０万人にするこ

とを目標に掲げています。 

これを受け、沓名ガバナーは、地区方針の中で、会員

一人が一人以上の人に声をかけるようにとおっしゃって

おり、特に、地区の６％の女性会員の比率を８％に引き

上げたいと考えておられます。 

当クラブの会員増強については、具体的な数値目標は

設定してはおりませんが、できる限りの新会員獲得を目

指したいと考えています。 

 会員数の増加という点では、新会員の獲得とともに退

会者の抑制というのもポイントになると思います。 

 退会の決断は、様々な理由によるものだと思われま

すので、やむにやまれぬ事情による場合もあり、特定の

予防策というものはないと思います。 

 しかし、最終的には、ロータリーに留まるだけの魅力

がない、という結論に至ったという事だと思います。もち

ろん、その魅力というのも、人それぞれだと思いますの

で、「魅力あるロータリークラブ」という定義は難しいので

すが、やはり、楽しいことは、人間辞めないと思います。 
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 ですので、江南ロータリークラブにいるのが楽しい、と

思っていただけることが重要だと思います。そのために

は、クラブの雰囲気作りも必要だと思います。 

昨今のコロナウイルスの影響で直接顔を合わせて交流

することが難しい状況ではありますが、最近例会などで

お顔を拝見しないメンバーにお声掛けいただくなどして、

交友を深めていただければと思います。 

 その他の年間計画としまして、来月のクラブフォーラム

は、会員増強常任委員会が担当させていただきますが、

地区の会員増強委員会の石井弘子委員長にお越しい

ただき、卓話をしていただく予定です。会員増強につい

て勉強させていただき、今後の活動につなげたいと思っ

ております。 

会員増強は、メンバー個々人で行うのではなく、クラ

ブ全体として行う必要があり、メンバー皆様のご協力な

くしては望ましい結果は得られないと思います。 

沓名ガバナーがおっしゃられるように、メンバー一人が

一人以上に声を掛ける、ということを心に留めおいてい

ただき、是非会員増強にご協力いただきますよう宜しく

お願い致します。 

現時点で新会員候補者にお心当たりのある方がいら

っしゃいましたら、是非とも情報共有をさせていただき、

お話をさせていただければと思いますので宜しくお願い

致します。 

皆様にはお願いをするばかりとなってしまい、大変申

し訳ありませんが、１年間、宜しくお願い致します。 

 

 

 
会員選考委員会 委員長 加藤 義晴君 

 

今年度の委員構成は私と副委員長に伊藤靖祐君、

委員に庄田元久君、冨永典夫君の 4 人です。会員増強

常任委員会の一員として、クラブ計画書の計画要項に

記載の役割に努め、会員増強に寄与して参ります。既

に 1 件の会員候補者の検討依頼がありますので、適切

に検討を進めてまいりますが、今後多忙な 1 年になれ

ばと願っております。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 
ロータリー財団常任委員会／ロータリー財団委員会 

委員長 岩田 静夫君 

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。 

副委員長として森弘好さんと委員として伊藤鶴吉さん

と共に活動して参りますので、宜しくお願い致します。 

1917 年、当時の会長アーチ・クランプが「世界でよい

ことをする」ために創設したロータリー財団は教育の支

援や持続可能な成果を生み出すプロジェクトの総額 40

億ドル以上の資金を提供し、世界有数の財団に成長し

現在まで何百万という人のために人道的な支援を行っ

ております。 

ロータリー財団章典に「ロータリー財団の使命は、ロ

ータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、

貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を

できるようにすることです。」とあり、ロータリーの使命を

達成するためのロータリー会員は、会費を通じて国際ロ

ータリーを支援し、寄付を通じてロータリー財団を支援し

ていると言われています。今年度も年次基金を一人当

たり１５０ドル以上、あと少しのポリオ根絶のためのポリ

オプラス基金に一人当たり３０ドル以上の寄付を、恒久

基金ベネファクター１名あるいは１，０００ドル以上の認

証を目指してまいりたいと思います。 

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おりま

す。 

財団への理解を深めて頂けるような活動をする必要

があると考えておりますので、皆様のご協力を宜しくお

願い致します。 

 

 

 
米山奨学委員会  杉浦 賢二君 

委員会のメンバーは私と副委員長に浅野安郎君、カ

ウンセラーの山田猛君、そして松岡一成君の４名で活

動していきます。一年間宜しくお願いいたします。  
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活動の内容ですがクラブ計画書Ｐ３９に記載してある

とおりです。     

 計画要項としては       

１ 米山記念奬学会への理解を深めていただき、米山

功労者を募る。これは日本で最大級の留学生支援団体

として、また日本におけるロータリークラブ発足当時から

の広告塔でもあるこの組織を維持継続していくためには

どうしても資金が必要です。どうか皆様の温かいご寄付

をお願いする次第です。  

２ 米山奨学生を可能なかぎりクラブの一員として行

動を共にし、友好関係を築く。これを実行するためには、

今までの方法では交流の機会がごく一部の人たちに限

られてしまい、江南ＲＣ全体として支援していく形にもっ

ていくことは難しいと考えます。そこで一案ですが、こち

ら側で積極的に交流の機会を作っていくことを提案しま

す。つまり会員並びに会員家族の中で希望者を募り、

例えば一日ホームステイとか、旅行、ＢＢＱ、会食等の

機会を作り、家族ぐるみの交流の機会の仲立ちをして

みようと思っています。ただしこれを実行するには今は

時期が悪過ぎます。このコロナ禍が落ち着き、心配がな

くなった頃を見計らって希望者を募りたいと思っていま

す。どうか会員の皆様のご協力をお願いいたします。

  ３ 例会においては少しでも多くの発表の場を設け、広

く会員の理解と支援をお願いする月別計画としては

 本年４月から当クラブでお世話をすることになったタン

ヤピシット シタン（タイ王国・女性）さん、カウンセラーと

して山田猛君のフォローをすることです。期間は２年間

ですので次年度の米山奨学委員会に引き継ぎます。

  そして１０月にはクラブフォーラムとして奨学生に卓話

をお願いしております。    

  

 

 

点 鐘                  会長 長瀬 晴義君 

 

本日の食事 

 
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 南村 朋幸） 

 


