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２０２１年 （令和 ３年 ）７月 １５日 (木 )  曇り  第 ２７０７回 （当年度第 ３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            「我等の生業」 

四つのテスト唱和             伊藤 かね子君 

－ 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 

先日の１３日永田幹事と共に岩倉ＲＣに表敬訪問と

して例会に参加してきました。 

また本年度、第３回目の例会となります７月１５日は、

年始から１９６日目で年末まで１６９日となりました。暦

では今年も半分を切りましたが、７月１日から始まるロ

ータリーでは、６月３０日の最終日を迎えるまでまだ３５

０日残されております。 

本日は、アジアの脱炭素化支援について東大教授・

環境法研究者、高村ゆかりさんが言われたことを紹介

させていただきます。 

アジアは、世界の二酸化炭素排出量の５０％以上を

排出する地域でインドや東南アジア諸国などでは、人

口増と経済発展で、将来なお排出増加の可能性もある

そうです。 

日本は相手国の脱炭素社会への移行と整合的であ

ることを条件とする支援の「脱炭素化」を決定し、それ

に先立ち、欧州復興開発銀行は２０１８年に、アフリカ

開発銀行は１９年に、途上国の石炭火力発電事業へ

の支援を行わないとした。欧州投資銀行も石炭を含む

化石燃料への融資を２１年に原則停止するそうです。 

アジア開発銀行は石炭火力の新設、石炭、石油、ガ

スの採掘は今後支援しないと製作協議文章で表明して

おります。今世紀半ばごろまでの石炭の段階的廃止実

現をエネルギー戦略の一つの柱にするとした。 

アジア地域が世界最大の石炭消費地域であることを

考えるとインパクトは大きいとのことです。 

改めて途上国支援の有り方、カーボンゼロ支援につ

いて考える機会になればと思います。 

以上で挨拶とさせていただき、また本日もよろしくお願い

いたします。 

 

幹事報告   -別紙-     副幹事  濱島 聡一朗君 

 

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 ２９名   １７名 ７０．７％ 

 

 

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。 

  Ｒ情報・ＩＴ委員会、会報委員会、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、親睦活動委員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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○青少年奉仕委員会の発表をさせて頂きます。 

                          沢田 昌久君 

○本日社会奉仕委員会の事業計画を発表させていた

だきます。１年間よろしく御願い申し上げます。 

                          杦本 哲一君 

○本日、国際奉仕委員会の年間行事計画を発表させて

頂きます。 

                          中村 耕司君 

○発表させていただきます。 

                          岩田 進市君 

○無事退院できました。ご心配をおかけしました。また、

よろしくお願いします。 

近藤 道麿君 

○本日、会報委員会の発表をさせて頂きます。 

三輪 慎一郎君 

○本日、朝ＣＢＣテレビでさんきらが紹介されました。 

色々ありがとうございました。 

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、岩田 静夫、早川 一三 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 

委員長 木本 寛君 

 計画としましては、一般の人々にロータリーについ 

ての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕 

活動を広報する計画を立て実施する。また、クラブ会 

報の作成に関する活動を実施する。会員増強に繋

がる広報活動、クラブの IT に関する維持管理、機関

雑誌の活用、ＳＮＳを活用した発信、その他常任委

員会に属する任務を行います。 

地区公共イメージ向上委員会堀尾明史委員長講

演では、次の各点のご指摘がありました。 

（１）日本国内のロータリー認知度は、約５８％に留ま

っていること、これは国際比較からしても低いレベル

といえます。ちなみにインドでは９８％の認知度があ

ります。 

（２）日本国内では、ロータリーはどのようにして 

認知されているのか。 

①  口コミ      ２２％ 

②  新聞       ２１％ 

③  テレビ      １１％ 

④  ソーシャルメディア １％ 

となっています。 

この結果を踏まえて、地区の活動計画を進めて行

きます。マスコミとの日常的な接触、情報発信を深め

て行きます。 

（３）地区公共イメージ向上委員会の活動方針として

は、今後、①マスメディアに対する情報発信、②ＳＮ

Ｓの活用、③地区ホームページの掲載内容の向上、

④地区アプリの活用、⑤月刊「東海財会」への投稿

が挙げられています。 

 本クラブでもこの方針を参考にして行きます。 

（４）Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙへの登録の推進と活用 

地区としてはＭｙ Ｒｏｔａｒｙへの登録の推進がロー

タリーイメージ向上の重要な手段と考えています。更

なる登録率の向上に努めましょう。 

Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙには公共イメージ向上のための理念、

スキル等を含む重要な資料が存在しており、マスメ

ディアに対する情報発信、ＳＮＳの活用等の為の重

要な資源となり得ます。 

 
会報委員会 委員長 三輪 慎一郎君 

本年度、会報委員会委員長を務めさせて頂きます、

三輪慎一郎です。よろしくお願いいたします。 

会報委員会の主な役割は会報を作る事と卓話など

の動画をＹｏｕＴｕｂｅにアップすることです。 

やり方は昨年と同様で、二人一組のチームを作り、

私と副委員長の曽根竜治さん、南村朋幸さんと濱島聡

一朗さん、駒田洋平さんと北畑祐二さんの３チームに

て、順番に会報作成の担当をお願いしております。 

例会中は、登壇される方の写真をひたすら撮るので

すが、なかなかタイミングが合わなくて何回も撮り直す

ことがあります。また、各種大会や夜間例会などは、写

真がメインとなりますので撮影へのご協力をよろしくお

願いいたします。 

そして、皆様に一番お願いしたいことは、卓話の原稿

を例会までに事務局へデータで送って頂きたいというこ

とです。理想としては、金曜日までに会報を作成し委員

会メンバーに送信して、月曜日までに委員会メンバー

に校正をしていただき、火曜日には完成するという流れ

で進めていきたいと思っております。 
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また、会報は基本白黒印刷となっておりますが、ホー

ムページの中のウィークリーの部分を見て頂くとカラー

の原稿を見ることができますし、卓話の動画も見ること

ができますので、是非ご覧になって頂きたいと思います。 

会報の作成は、毎週のことなので大変ですが、頼り

になる委員会メンバーの皆さんと事務局の渡邉さんに

助けて頂きながら、より良い会報を作っていきたいと思

います。今後ともご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 
    奉仕プロジェクト常任委員会／職業奉仕委員会 

                    委員長 岩田 進市君 

奉仕プロジェクト常任委員会並びに職業奉仕委員会

委員長の岩田進市です。 

半年前、例会時に当時長瀬エレクトより役員への申

し出があり、なんとなく、返事をしてしまった事を覚えて

います。後になってそれが奉仕プロジェクト常任委員長

であり、所掌委員会として職業奉仕委員会、社会奉仕

委員会、国際奉仕委員会、青少年奉仕委員会と四つ

あることを知り、責任の重さに困惑してしまった次第で

した。しかしながら、社会奉仕委員長として杦本哲一君、

国際奉仕委員長として中村耕司君、青少年奉仕委員

長として沢田昌久君を要することを知り、皆さん方は私

よりずっと経験もあり、知的であり、そんな心配も吹っ飛

んだ次第でありました。常任としては三委員長、委員会

が活発に活動できる場を提供できることを第一に考え

ていこうと思っています。もう一つ心配事がありました。

沓名俊裕ガバナーの「チェンジロータリー新時代への

成長に---コロナゼロ・カーボンゼロ」。これは私にとっ

ては大変な事で、長瀬会長には黙っていました。当社

の仕事は燃料販売です。ほとんどカーボンです。カー

ボンゼロなんて考えられない職業です。こんなんで委

員長やっていていいのかなと思った次第です。私の場

合、CO2 のマイナスを背負った立場からコツコツとこの

命題について個人的に考えていきたいと思っています。 

さて、事業として９月２日にクラブフォーラム奉仕プロ

ジェクト常任委員会として卓話を用意させていただきま

した。卓話者には地区職業奉仕委員長の青山博徳様

（春日井ロータリークラブ）にお願いいたしました。奉仕

について、また、NHKの大河ドラマでも話題な渋沢栄一

氏についてもお話していただく予定でいます。 

また、１月２７日にはクラブフォーラムとして職場訪問

を株式会社東海理化様にお願いいたしました。例会と

食事を会議所で済ませバスにて大口の事業所に移動

し開催する予定でいます。事業所を決定に際しては、

本店が管内にあり、海外にも拠点があり、面白そうな会

社で選ばせていただきました。たまたま役員顔合わせ

の折に沢田さんよりテレビで（株）東海理化が紹介され

ていて面白そうだぞと言われ調べさせていただきました。 

（株）東海理化社長のメッセージ 

「お客様を愛し、地域を愛し、社員家族を愛し、そして

愛される会社に」 

代表取締役社長 二之夕 裕美  

物作りも去ることなかれ、企業精神 事業活動 社会活

動 環境活動 価値等についてみてもらいたいと思って

います。 

 （株）東海理化様に職場訪問をお願いする時にいろい

ろと考えさせることがありました。これは新規営業に似

ているな、と思いました。 

まずは、 

１．自分は怪しいものでない。 

２．ロータリーを理解していただく。 

３．ロータリーの事業の紹介。 

４．例会の紹介 

５．今回の職場訪問の企画。 

１については自分そのものなので省略させていただき

ます。 

ロータリーについての紹介及び活動については以前、

濱島さんに作っていただいた新入会員獲得のパンフレ

ットを活用させていただきました。例会については４月１

５日例会次第及び添付資料等を見せ紹介、時間的打

ち合わせていただきました。ちなみにその時の卓話者

は山口留美子様愛知県経済産業局産業振興課 お題

は「愛知県の自動車産業施策の取り組み」と説明しまし

たら、さすが車業界の方々には感心されました。加藤

直前会長ありがとうございました。 

 最後になりましたが、この後私をしっかり支えていた

だいている優秀な当常任委員会の杦本委員長、中村

委員長、沢田委員長が発表します。併せてよろしくお願

いいたします。 

一年間お世話になります。よろしくお願いします。 

 

 
社会奉仕委員会 委員長 杦本 哲一君 

 本年度の社会奉仕委員会は 委員長に杦本哲一、副

委員長に大池武徳君、岩井正彦君、永井義康君の四

名、平均年齢 58.75 歳(クラブ 62.04 歳)で運営させて頂

きます。 

クラブ計画書に記載させて頂きました様に 
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①計画要項とし 

１）江南市、大口町の心身障がい者スポーツ大会

に協賛し、ふれあう事で、障害者の社会参画意欲

の向上及び、良好な人間関係と社会環境を構築

する。 

２）自治体の進める環境保全に協賛 及び 参加し、

環境問題の意識を高め、良好な環境形成を図る。 

３）ニュートンのリンゴの木（２０１６年植樹事業）の

メンテナンス管理に努める。 

②月別計画として 

１）９月 江南市障がい者スポーツ大会に協賛（事

業消滅） 

２）１１月 木曽川左岸流域清掃活動に参加（今年

は１０／３１予定） 

３）６月 大口町障がい者スポーツ大会に協賛（今

年は９月ＯＲ１１月予定） 

４）ニュートンのリンゴの木のメンテナンス管理（随

時 外注）としました。が、行政に出向き事前調査を

したところ 

１）９月 江南市障がい者スポーツ大会は事業そのもの

が昨年消滅。原因は、行政がこれまでは市内障害者関

係４団体に委託してきた市事業でしたが、一昨年以上

前迄に２団体が解散。残り２団体で継続するも主たる１

団体も昨年解散に因るもので、継続不能、事業消滅と

なりました。 

（Ｒｅｆ．市内障がい者手帳保持者３，５００名。内知的障

がい者５００名） 

これに対し、 

３）６月 大口町障がい者スポーツ大会は、大口町社会

福祉協議会が主催。関連５団体の協力を得る事業とし

ており、昨年はコロナで中止したものの、今年は７／２

１の会議で９月又は１１月開催か否かが決定されます。 

（Ｒｅｆ．参加者約３００名。内障がい者７０名（含親）） 

以上、会長、奉仕プロジェクト常任委員長に報告済で

す。江南市に関し替案等、検討中です。 

人口９９，８８５人４１，９５９世帯（令和３年５月末日現

在）を擁する江南市の障がい者スポーツ大会が継続不

能・事業消滅となり、人口２４，３３８人９，８１３世帯（令

和３年７月１日現在）の大口町の同大会が継続である

興味深い実態を知るところとなりました。 

２）１０／３１ 木曽川左岸流域清掃活動は お盆前後

の会議で開催か否か決定されます。 

本年度も昨年同様コロナ流行の影響を受け 現時点で

事業が流動的な要素を含みますが 詳細等把握出来

次第随時御報告御案内させて頂きます。 

不易流行を旨として 本年度の活躍に挑む所存ですの

で一年間何卒御理解御協力御指導御鞭撻の程よろしく

お願い申し上げます。 

 
国際奉仕委員会 委員長 中村 耕司君 

長瀬会長の下、本年度２年連続で、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。 

今年度の国際奉仕委員会は、副委員長に南村朋幸

さん、委員に近藤道麿さん、早川一三さん、曽根竜治さ

んの５名で活動してまいります。 

昨年加藤年度では国際奉仕委員会担当の江南市国

際交流フェスティバル 及び ワールドフード＋ふれ愛

フェスタ（ＷＦＦ）がコロナ感染予防対策として開催中止

となりました。 

長瀬会長は、２年前の岩田会長が任命した経緯が

あります。私は岩田年度の幹事を務めさせていただい

ておりましたので、長瀬さんは岩田年度の救世主的存

在です。その様な背景があるので、「長瀬さん、長瀬年

度では何かお手伝いさせていただきますよ。」とお伝え

していましたら、２年連続国際奉仕委員長を仰せつかり

ました。おそらく加藤年度で何も活動していないので、

追試試験的にやり直しをご指示されたのだと思ってい

ます。 

されど、今年も既に、江南市国際交流フェスティバル

は中止が決まっています。 

今年度は１０月９日ワールドフード＋ふれ愛フェスタ

（ＷＦＦ） 及び ２月３日クラブフォーラムが、主な活動

内容になります。 

東京オリンピックが開催され、コロナ感染者が増えれ

ばワールドフード＋ふれ愛フェスタ（ＷＦＦ）開催中止、

二月のクラブフォーラムも例会中止になる可能性も０で

はないと感じています。 

また、来年６月のアメリカ・ヒューストンにて国際大会

が開催されます。２年前のハワイ、昨年の台湾では実

現しなかったですが、今年度はどうなることでしょう！ 

それにしてもいつまで、ビルド＆スクラップが続くので

しょうか？ 

過去には、結核、コレラ、鳥インフルエンザ、ペスト、

マラリアが世界で流行しましたが今では抑え込みに成

功しています、コロナもいつか終息すると思いますので、

それまでは流れに身を任せ「ケ・セラ・セラ」していこうと

思います。 

今年度もよろしくお願いします。 
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青少年奉仕委員会 委員長 沢田 昌久君 

こんにちは。今年度青少年奉仕委員会を担当させて頂

く沢田です。その他、滝祥夫さんと２名にてやらせて頂

きます。 

さて、私も入会２０年がすぎ、先日２０年のお祝いをし

て頂きました。その間、青少年奉仕というと，ローターア

クトの活動が主流で、ローターアクトの委員長時代には、

アクトの若いメンバー達と例会後に焼き肉を食べに行っ

たり、喫茶店でお茶会などをして人生を語り合った記憶

が楽しい思い出として残っています。 しかし、残念なが

ら２０１８年６月を最後に解散となってしまいました。解

散前には、私の施設の職員の村松さんや中村君の事

務所にみえた村瀬君が、頑張ってはくれましたが、なか

なか新たな会員が見つからず、結果解散という事になっ

てしまいました。 

さて、本題にもどりますが、青少年奉仕委員会は、ロ

ーターアクト、インターアクト、ＬＹＬＡ委員会などで構成さ

れているかと思いますが、数年前からロータリーでは若

者や海外留学生に対するハラスメントについて、多くの

注意事項が発出されるようになったかと思います。留学

生や若者に対するハラスメントは、日本人の意識の遅

れにつながっていると思いますが、私たちも国際的視野

の中、しっかりとした責任をもてるよう気をつけたいと考

えています。今年度の事業としては、ローターアクト同

窓会ということで、昔をなつかしみ、また今の職業を通じ

て、改めてロータリーへ参加する機会ができればと考え、

極楽寺公園にてバーべーキューでもやれたらと思いま

したが、愛知県がコロナ蔓延防止から 

厳重警戒宣言という宣言に変わって、４人以上の会食

禁止などが含まれていますので、しばらく様子を見て、

具体的な計画を立てたいと考えています。今年度１年

間よろしくお願いいたします。 

 
親睦委員会 委員長 富田 清孝君 

（代読 三輪 慎一郎君） 

今年度、親睦活動委員会の委員長をやらさせて頂きま

す富田です宜しくお願い致します。 

今日はどうしても出席できないので代読で失礼いたし

ます、委員会は副委員長に駒田洋平さん、 

委員に松井智義さん、岩田静夫さん、三輪慎一郎さん

田﨑 健一郎さんの６名です。 

〇 計画要綱はクラブ計画書に書いてる通り例年とほ

とんど同じです。 

年忘れ家族会、親睦家族旅行の実施 

会員、配偶者の誕生日、結婚記念日また会社、事業所

の創立記念日を祝福 

同好会活動の支援 

会員の長期療養、被災、弔辞等への見舞い 

ゲスト、ビジターの歓送迎です。 

〇 月別計画としては、これも例年と同じで 

１２月に年忘れ家族会 

５月に親睦家族会を予定しています。 

ただしコロナウイルスの感染状況によっては中止にな

るかも知れません、そのような時には前年度のようにで

き得る範囲で可能な行事をしたいと思っています。それ

から計画にはありませんが同好会を母体として何か楽

しめるような企画があれば実施してみたいと思っていま

す。１年間ご協力よろしくお願いします。   

 

  

点 鐘                  会長 長瀬 晴義君 

 

 

本日のご紹介 

 
本日ＣＢＣテレビで大口屋さんの餡麩三喜羅が紹介さ

れました。 
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募金にご協力いただきました 

７月に発生しました、静岡県熱海豪雨災害への義援

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。 

 
 

 

市長表敬訪問に行きました 

 ７月１６日（金） 江南市役所市長室にて。 

 
 

 

会員増強セミナーに行きました 

 ７月１６日（金）名古屋国際センター別棟ホールにて。 

 
 

 

 

 

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 北畑 祐二） 

 


