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２０２１年 （令和３年）７月２９日 (木 )  曇り  第２７０８回 （当年度第４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            「日も風も星も」 

四つのテスト唱和               佐藤 弘夫君 

－ 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 

 
愛知ロータリーE クラブ 会長 天野 元成様 

 

 
      愛知ロータリーEクラブ 幹事 鬼丸 道代様 

会長挨拶 

 
                      会長 長瀬 晴義君 

先ほど、ゲスト及びビジター紹介にて紹介させていた

だきましたように、愛知RECより天野会長、鬼丸幹事が

例会に来訪されております。ようこそお越しくださいまし

た。高い席からではございますがお礼申し上げます。あ

りがとうございます。 

一般的には、立秋前の約１８日間を夏土用といい、こ

の時期を暑中と呼びます。 

今年の夏土用、「土用入り」は７月１９日で、「土用明

け」は８月６日までの２０日間となります。また、夏土用

に入って３日目が晴れれば豊作、雨が降れば凶作とい

われています。この豊凶占いのことを「土用三郎（どよ

うさぶろう）」といいます。２１日は晴れだったので、今年

は豊作と思われます。 

昨日２８日は土用の丑の日で多くのメンバーが鰻を

食べられたのではないでしょうか？ 

ここ数年この時期になると鰻の販促が見られ土用の

丑の日のイベントが身近なものになってまいりました。

この時期、鰻は夏の旬の物と思いがちですが実は本来、

鰻は夏が旬ではなく脂がのる冬が旬です。 
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土用の頃は季節の変わり目で体調を崩しやすい季

節です。特に夏の土用は夏バテになりやすいから精の

つくものを食べた方が良いということから「丑」の「う」に

ちなんで「う」のつく食べ物を食べれば夏バテしないとい

う風習があったそうです。 

何故、夏の土用の丑の日に鰻を食べる習慣ができ

たのか？その由来には諸説があるそうですが、皆さん

も聞いたことがあると思いますが、一番有名な説は江

戸時代、鰻の旬は脂がのる冬で、夏の鰻は身が痩せ

ていても夏バテ気味の季節に脂のある鰻は売れにくく

売り上げが減少しました。うなぎ屋から相談を受けた平

賀源内が「本日丑の日」「土用の丑の日うなぎの日」

「食すれば夏負けすることなし」と書かれた貼り紙を店

先に貼ったら、これが大当たりしてうなぎ屋は大繁盛し

ました。これを他のうなぎ屋もこぞって真似するようにな

り、次第に「土用の丑の日はうなぎの日」という風習が

定着したとされています。  

これから暑い日が続き夏本番となりますので、体調、

夏バテには十分気を付けてください。 

また、本日もよろしくお願いいたします。 

 

愛知ロータリーE クラブ会長挨拶  

 
天野 元成様 

 

直前会長・幹事記念品贈呈 

 
                   直前幹事 近藤 道麿君 

 

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 ３６名   １０名 ９０．０％ 

 

ニコボックス               委員  佐藤 弘夫君          

○江南 RC訪問を記念して。 

愛知ロータリーE クラブ 会長 天野 元成様 

○幹事として初めての例会に参加させて頂きます。 

どうぞよろしくお願いします。江南 RCの皆様とお会

いするのを楽しみにしていました。 

愛知ロータリーE クラブ 幹事 鬼丸 道代様 

○本日の卓話は「地区出向者紹介」です。地区出向者

の皆様、普段なかなか聞くことのできないお話など、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 愛知ロータリーEクラブ 天野会長、鬼丸幹事、ようこ

そ江南ロータリークラブへ。 

長瀬 晴義、猪子 明、永田 広光、濱島 聡一朗 

各君 

○ようやく、待望の滝 祥夫さんの顔を見ることが出来

ました。これからもよろしく。 

                          倉知 正憲君 

○地区委員会について、お話させて頂きます。よろしく

お願い致します。 

                          古田 嘉且君 

○地区出向者「防災対策委員会活動内容」を発表させ

て頂きます。一年間よろしく御願い申し上げます。  

                          杦本 哲一君 

○本日、卓話をさせて頂きます。 

                          南村 朋幸君 

○愛知ロータリーEクラブ 会長 天野様、幹事 鬼丸様 

 ようこそ 江南ロータリークラブへ！ 

 地区出向者の皆様、卓話よろしくお願いいたします。 

伊藤 鶴𠮷、倉知 正憲、松岡 一成、庄田 元久、

杉浦 賢二、片平 博己、岩田 静夫、冨永 典夫、

木本 寛、岩田 進市、滝 祥夫 各君 

 

卓 話 

「地区出向者紹介」 

 
副ガバナー、地区指名委員会/副委員長 

地区諮問委員会/委員、拡大委員会/委員 

地区研修・協議会企画委員会/委員 

WFF実行委員会/アドバイザー      伊藤 靖祐君 
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 本年度の出向に付きご報告させていただきます。 

 本年度は副ガバナーを務めさせていただくとともに以

下の委員会に所属しています。 

１． 地区諮問委員会：パスト会長会の地区版のような

委員会でパストガバナーが集まり２７６０地区の方

向性を検討したり、ガバナーの方針・行事を諮問

する委員会です。盛田パストガバナー（名古屋ＲＣ）

が最年長です。 

２． 地区指名委員会：本年度副委員長です。３年後の

ガバナーを指名する委員会です。来年度は指名

委員長となります。 

３． 地区拡大委員会：各クラブは会員増強に努めます

が、地区は新しいクラブを作るように努め活動する

委員会です。昨年度は RIの新しいシステムである

８人から新クラブを作れるという衛生クラブが１月

に名古屋東山ＲＣにできましたが、うまくいかず６

月に解散。それに伴う混乱で東山ＲＣから退会者

が１１名出ました。なかなかむつかしいです。江南

がスポンサーになった愛知ロータリーＥクラブはう

まくいっていて嬉しい限りです。 

４． ＷＦＦ委員会：秋に毎年行っているワールドフード

ふれ愛フェスタを企画実行する委員会です。３千

万円を超える事業ですので、ガバナー補佐、地区

委員長を委員会メンバーにいれた地区横断の大

きな組織です。私は神野大会実行委員長（パスト

ガバナー）と沓名ガバナーの関係を取り持つアド

バイザーです。 

５． 地区研修協議会委員会：毎年４月にガバナーエレ

クトが次年度クラブ役職者向けに行う地区研修協

議会を受け持つ委員会です。各年ホストクラブが

決まりますので、ホストクラブが中心となり企画実

行する委員会です。 

以上、副ガバナーと５委員会をかけ持ちますので、江

南の例会に出れないことも多いかと思いますが、よろし

くお願いいたします。 

 

 

 
研修実行委員会/委員長、危機管理委員会/委員 

WFF実行委員会/委員           古田 嘉且君 

 今年度、地区研修実行委員会、地区危機管理委員

会、ＷＦＦ実行委員会の３委員会に出向させて頂いて

いますが、その中で、研修実行委員会についてお話さ

せて頂きます。 

 研修実行委員会は、時代の流れとともに変化してい

るロータリーを正しく理解できるよう援助することを役割

とし、ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）方式によ

る会長エレクト研修セミナーと、新会員研修セミナーを

事業の柱としています。 

 会長エレクト研修セミナーでは、ＲＬＩ方式で、ロータリ

アンとしてのリーダーシップを学び、同期会長との情報

交換をして頂くことを、また、新会員研修セミナーでは、

ロータリーの過去と現在、そして奉仕の理念を学んで

頂くことが目的です。 

 そのお助けができるよう、委員会として力を尽くしてい

きたいと思いますので、皆様のご理解とご協力を、宜し

くお願い致します。 

 

 

 
社会奉仕委員会/委員           片平 博己君 

本年度、地区社会奉仕委員会に出向しておりま

す。２年目なのですが、昨年度は、あまり活動らしい

活動はしていなかったので、改めて１年目のつもりで

取り組んでいきたいと思います。 

ちょうど一昨日、本年度第１回地区社会奉仕委員

会が行われました。 

 委員長は、名古屋中 RCの塩谷和久さんという方

で、大変、まじめで細かな気配りもされる方です。委

員会は、３つの小グループに分かれており、社会奉仕

グループ、環境保全グループ、RCCグループがあり、

それぞれに副委員長がリーダーとなっています。 

地区社会奉仕委員会の役割は、地区内の各クラブ

が社会奉仕関連活動を進めるにあたり、その活動が

しやすいようにサポートするのが主たる役割です。ま

た、RCが地域に評価され、認められるためには、社

会奉仕の事業が大きな役割となると沓名ガバナーか

らも激励の言葉もいただきました。 

活動内容として、各クラブの活動の手助けとなる情

報提供、各クラブへの卓話の積極的推進、WFF等へ

の積極協力があげられます。 

RIの方針に沿う形で、昨年度、地区委員会の組織

変更が行われ、地区ロータリー奉仕委員会が新たに

組織されました。社会奉仕委員会、職業奉仕委員

会、国際奉仕委員会、青少年交換委員会、RYLA委
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員会、ローターアクト委員会、インターアクト委員会、

の７つの奉仕関連の委員会が地区ロータリー奉仕委

員会に所属する事となりました。その中で地区社会奉

仕委員会がリーダーシップを取って進めて欲しいとの

お話があるとのことです。 

委員会は、ベテランの方、出戻りの方など経験者

が多く、戸惑うことも多くなると思いますが足を引っ張

ることなく、また、当クラブへ少しでもフィードバックで

きるものを掴んで来ようと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

 

 
防災対策委員会/委員           杦本 哲一君 

 当委員会は南海トラフ地震に特化しており「来るか？

来ないか？」ではなく「いつ来るか？」であり、発災時、

先ず助かり、どうするか？に重きを置いています。 

 主たる委員会構成４名は、私を除き地区幹事経験者

３名で構成されており、発災後の連絡や活動を確実に

実行する為、各地域・分区をよく知る前年度地区分区

幹事８名、合計１２名で構成されております。 

＜これまでの経験＞ 

神野ガバナー年度（２０１７－２０１８年）に、愛知県防災

部とロータリー２７６０地区が相互協力に関する協定を

締結 

２０２０年４月 県防災部訪問・相互協力の確認 

２０２０－２０２１年度 地区に防災対策委員会を新設

（準備年度として活動） 

２０２１－２０２２年度 委員の構成を８分区に拡大し具

体的取り組みを検討 

 神野ガバナー時代に大村県知事とロータリー地区が

愛知県と「地域防災力向上の相互協定に関する協定」

を 平成２９年１１月１９日締結に始まります。本委員会

ではＭ８～９を想定。中でも築５０年以上の建物が多大

な被害を受ける事が予測されます。ロータリークラブの

基本は親睦と奉仕ですが、当委員会はサバイバルを

目的としており、個人的には BCP 事業継続計画

（Business Continuity Plan 最下用語解説参照）に繋げ

たいと考えております。中でも、退役自衛官の中途採

用は、特に金融機関等に大変な説得力があると聞いて

おります。有事の際は、守山陸上自衛隊が中心となる

事を御記憶下さい。 

 

＜本年度の活動予定＞ 

1） 卓話訪問・各クラブ意識調査、委員長より各クラブ

宛に案内を発信予定。 

2） 愛知県防災関連行事への参加・協力 

3） 「地震防災ハンドブック」のご紹介 

4） 「建築物自己診断ソフト(仮称)」(特許収得済、RC

会員が開発)の紹介予定あり。(時期未定) 

＜よくある質問＞ 

Q.①：委員会の役割は？卓話依頼はどの様に届くの

か？ 

A.①：発災時の「危機意識の共有」と「正常性バイアス

から抜け出す」こと。 

各クラブに卓話依頼発信(委員長)→各クラブか

ら G 事務所へ回答→分区毎に委員長取り纏め

→各分区担当委員へ連絡 

Q.②：神野年度はどの様な趣旨で県と連携を考えてい

たのか？ 

A.②：県と連携協定を結んでいる同様な会は多数ある。

ロータリーは地域に根を張っており、ロータリー

ネットワーク、職業の専門性を県の為に活用で

きないか、から始まっている。 

Q.③：クラブとして協力するのか？ 

A.③：まだ、そこまでは考えていない。まず、各クラブに

卓話に赴き各会員の意識向上を図る。昨年コロ

ナで中止になったが、本年度は委員レベルで県

の防災関連行事に参加予定。 

 

＜用語解説＞ 

 BCP とは事業継続計画（Business Continuity Plan）の

頭文字を取った言葉です。企業が、テロや災害、システ

ム障害や不祥事といった危機的状況下に置かれた場

合でも、重要な業務が継続できる方策を用意し、生き

延びることができるようにしておくための戦略を記述し

た計画書です。また、事業継続のための戦略は BCM

（Business Continuity Manage ment）と呼ばれています。 

 

 

 
防災対策委員会/副委員長 

地区財務委員会/副委員長        南村 朋幸君 
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本年度、地区財務委員会と地区防災対策委員会の

二つに出向しております南村です。 

まず、地区財務委員会については、委員会構成メン

バーは３人ですべて歴代の地区幹事で構成されていま

す。本年度の委員長が私の前年度の地区幹事、もう一

人の委員が昨年度の地区幹事であります。活動内容

的には年２回の委員会で地区の予算・決算を経験者の

立場からご意見申し上げるというのが主な活動になり

ます。 

また一方の防災対策委員会では、副委員長という大

役を仰せつかっており、委員会の段取り等をお任せ頂

いております。活動内容は、簡単に言うと、これから起

こるであろう様々な災害の中でも特に「南海トラフ地震」

にフォーカスして対策を施していく委員会です。とは言

っても、実際に何を対策していけばいいのか、模索しな

がらの活動になろうかと思います。 

 まずは、南海トラフ地震そのものについての知識を蓄

えようという事で、具体的には地区内各クラブからの招

聘に応ずる形で当委員会から卓話者を派遣します。そ

の卓話によって地震の恐ろしさや「南海トラフ地震」の

襲来予測などをお話しいただきます。私もその内容をこ

こ数回の委員会で確認したところ、やはりこの「南海トラ

フ地震」は、“来るか来ないか”ではなく“いつ来るのか”

というものだそうで、そのことについても歴史的検知か

ら予測されたデータをもとに説明される予定です。 

また、委員会構成メンバーは敢えてそれぞれの分区

で過去に分区副幹事を経験された方が出向されており、

より地域に根差したお話ができるよう施されております。 

委員会そのものの雰囲気は、その使命の性質上、

本来の地区ロータリーのイメージである“親睦”の様相

はほとんど無く、場合によってはとてもサバイバルな委

員会になるであろうと委員長も仰っておりました。私も

副委員長という大任を任された以上、サバイバルに生

きようと試みてはみますが、一緒に出向する杦本さん

にその辺りはお任せをして、取り敢えず私は“平時”の

委員会運営に邁進してまいろうと思っていますので、皆

様のご支援をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

資金管理委員会/委員            山田 猛君 

 

 

点 鐘                 会長 長瀬 晴義君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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捐

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。なお、ご協力いただきました義捐

金の合計金額は ３７，０００円でした。 

 

合同インフォーマル・ディスカッション・ミーティング（I.D.M）

が開催されました 

 
７月２９日１８時より、カフェ・ド・ラカーサ江南店にて 

 

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 三輪慎一郎） 


