２０２１年 （ 令 和 ３ 年 ） １ ０ 月 ２ １ 日 (木 ) 晴 れ 第 ２ ７ １ ２ 回 （ 当 年 度 第 ８ 回 ） 例会
江南・犬山・小牧・岩倉ロータリークラブ・愛知ロータリーE クラブ合同例会 「ガバナー公式訪問」

点 鐘
江南 RC 会長 長瀬 晴義君
司 会
江南 RC ＳＡＡ 堀尾 庄一君
国歌/ロータリーソング静聴
「君が代」「奉仕の理想」
ゲスト及びビジター紹介

犬山 RC 会長 髙橋 秀治君
会長挨拶

江南 RC 会長 長瀬 晴義君
皆様、こんにちは。
本日は２０２１－２２年度第２７６０地区沓名ガバナー、
細井地区幹事をお迎えしてのガバナー公式訪問５クラ
ブ合同例会に多くのメンバーにご出席賜りましたこと、
高い席からではございますが、厚くお礼を申し上げま
す。
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本日の合同例会のホストを務めます江南ロータリー
クラブの長瀬晴義が５クラブを代表して会長挨拶をさせ
ていただきます。
本日、沓名ガバナー、細井地区幹事におかれまして
は私ども合同例会にご出席いただきましたこと心から歓
迎申し上げます。
精一杯の例会設営をさせて頂きましたが、慣れぬこと
ゆえの不行き届きもあろうかとは思いますが、そこはロ
ータリーの友情を持ちましてご容赦いただきますようお
願い申し上げます。
午前中にはガバナー、地区幹事を５クラブの会長・幹
事で囲み有意義な懇談会を持ち意見交換をすることが
できました。
さて、本年度もまだまだ続くコロナ禍で、ワクチン接種
は進んでおりますが、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。
地区研修・協議会もオンサイト、オンラインのハイブリ
ット形式での開催となり、また、１０月９日、１０日に行わ
れる予定でした第９回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ
も延期となりました。
どのクラブも難しいクラブ運営を強いられていることと
思います。
本日は多くのメンバーが、沓名ガバナーのお話を直
接聞くことができる機会となりました。
このセレモニーの後、沓名ガバナーよりお話をいただ
きます。
ご清聴いただきますことをお願い申し上げホストクラ
ブ会長挨拶とさせていただきます。

幹事報告
出席報告
会員数
４７名

-別紙-

江南 RC 幹事

永田 広光君

出席者数

委員
欠席者数

佐藤 弘夫君
出席率

２９名

１８名

７０．７３％

ニコボックス
委員 佐藤 弘夫君
○国際ロータリー第２７６０地区 ガバナー公式訪問、
沓名俊裕様をお迎えする喜びとして。
本日は当クラブがホストとして担当をさせて頂きます。
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
○本日、SAA として司会進行をさせて頂きます。よろしく
お願い致します。
堀尾 庄一君
○ご心配をおかけ致しました。
無事、陰性でございました。
南村 朋幸君
○国際ロータリー第２７６０地区沓名ガバナーをお迎え
する喜び。
ガバナー公式訪問のホストを務めます。よろしくお願
いします。
伊藤 鶴𠮷、倉知 正憲、川崎 良一、庄田 元久、
冨永 典夫、伊藤 靖祐、沢田 昌久、片平 博己、
岩田 静夫、杦本 哲一、南村 朋幸、波多野 智章、
中村 耕司、加藤 義晴、木本 寛、尾関 育良、
岩田 進市、近藤 道麿、三輪 慎一郎、
伊藤 かね子、北畑 祐二、田崎 健一郎 各君
卓 話
「ガバナー紹介」

小牧 RC 会長 水野 満義君
それでは、沓名俊裕（くつな としひろ）ガバナーを紹
介させていただきます。
１９５１年３月１日生まれ、本年７０歳になられます。
所属クラブは、安城ロータリークラブ。現勤務先は、
株式会社東洋の代表取締役会長を務めています。
ロータリー歴は、１９９５年に入会され２００５－２００６
年にはクラブ幹事、２０１１－２０１２年にはクラブ会長と
地区大会企画委員会を兼任されていました。その後地
区では多くの委員会に歴任され、２０１７－２０１８年に
は安城ロータリークラブ 創立６０周年記念事業実行委
員長を務められ、本年度２７６０地区のガバナーに選任
されました。多方面でも御活躍されており、現在は安城
商工会議所の会頭、安城市体育協会の会長を兼任す
るという、非常にお忙しい中本日はお越しいただきまし
た。以上沓名俊裕（くつな としひろ）ガバナーの紹介と
させていただきます。
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「ガバナー公式訪問」

国際ロータリー第２７６０地区
２０２１－２２年度ガバナー

沓名 俊裕様

２０２１－２２年度ガバナー沓名俊裕です。安城ロータ
リークラブ所属です。
今年度国際ロータリー会長はシェカール・メータ氏で
す。インド西ベンガル州のカルカッタ－マハナガルロー
タリークラブ所属です。ＲＩテーマは「ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨ
ＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ 奉仕しよう みんなの人生を豊かに
するために」まず会員増強に力を入れ、１３０万人にす
るために一人が一人を入会させようと言っています。ま
た女性のエンパワメントに対し、多様性・公平性・開放
性に重点をおいた活動を勧めています。そして、ロータ
リー奉仕デーの実施です。第２７６０地区は日本でも知
名度のあるＷＦＦを開催いたします。
地区の方針は「チェンジロータリー 新時代への成長
に～コロナゼロ・カーボンゼロ支援～人類の危機を救う
ロータリーになろう」としました。コロナゼロ・カーボンゼ
ロ支援に重点をおいた奉仕活動をお願いします。コロ
ナの影響で個人、企業、地域が疲弊しています。カー
ボンゼロはＣＯ２排出をどのように食い止めるのか。目
の前の危機の新型コロナウイルス感染、長期的な危機
の環境問題。この２つの世界的な危機を救うロータリー
になりましょう。ロータリーとして何ができるのか、一人
一人が意識をもって行動することが大切だと思います。
行動方針として①クラブの発展なくしてロータリーの
発展なし。８４クラブが元気になるために地区は最善を
尽くして応援します。
②チェンジロータリー。時代の変化に対応し、外向き
の奉仕活動ができるロータリークラブに代わることが必
要です。
③会員の基盤を広げよう。地区の目標は５，０００名
です。特に女性会員を増やしましょう。
④ロータリー奉仕デーの実施。テーマはコロナゼロ・
カーボンゼロ支援で統一します。テーマを統一すること
で地域への認知度が高くなり評価が向上します。ＷＦＦ
は延期になりますが、ロータリーのイメージ向上には非
常に意味のあるイベントですので必ず実施いたします。
⑤ロータリアンとしての誇りを高めよう。ロータリーの
重点項目の活動を、財団の補助金を利用し、よりイン
パクトのある事業をし、世界に社会貢献できるロータリ

ーになりましょう。それがロータリーブランドの向上につ
ながります。
⑥ロータリーファミリーとの連携を強化しよう。若い人
たちと交流し、若い力でロータリーを活性化しましょう。
⑦ロータリー賞・ガバナー特別賞にチャレンジしよう。
⑧国際大会へ参加しよう。６／４～６／８、ガバナー
ナイトは６／４です。是非登録をお願いします。
最後になりましたが、ロータリーゼロバッジを常時着
用し、Ｗｅ ａｒｅ Ｏｎｅで一丸となっていきましょう。
１年間どうぞよろしくお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。
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本日の食事

お礼の言葉

名鉄小牧ホテルにて

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）
愛知 REC 会長 天野 元成君
愛知ロータリーE クラブ・会長の天野元成でございま
す。
沓名俊裕ガバナー、本日はお忙しい中、誠に有難う
ございました。
沓名ガバナーの卓話にありますように、ロータリー活
動は親睦も大切ですが、まず奉仕活動に力を入れて発
信していく事が重要であると改めて認識をさせて頂きま
した。
奉仕活動によって友愛の輪を広げていき、それによ
って会員を増やしていく事であると思います。
「カーボンゼロ」、「コロナゼロ」、「ポリオゼロ」に向か
ってそれぞれのクラブが積極的に奉仕活動を企画実行
し、ロータリーの仲間を増やし、チェンジロータリー、新
時代に向かって成長していきたいと思います。
今後も当地区各クラブと共に、沓名ガバナーの目指
すロータリークラブに向かって頑張ってまいりますので、
ご指導宜しくお願い申し上げます。
本日は、誠に有難うございました。

点 鐘

江南 RC 会長 長瀬 晴義君
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