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２０２２年（令和４年）６月１６日 (木 )  曇り  第２７２９回（当年度第２５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               南村 朋幸君 

－ 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 

 

会長挨拶 

 
                      会長 長瀬 晴義君 

去る１２日、１５名の参加で、第６１回マスターズ会を

富士カントリー可児クラブ 美濃ゴルフ場にて開催させ

ていただきました。また夕方には、「酒癒処 あかり」に

て懇親会を行いました。当日は、前日からの雨も上がり

絶好のゴルフ日和というより暑いぐらいの中でのゴルフ

でしたが、参加していただきましたメンバーには厚くお

礼申し上げます。 

マスターズ会にて、ちょっとしたエピソードが有りまし

たので話させていただきます。スタートコースの西８番

ショートホールにて、最終組メンバー永井君がニアピン

の旗より内側に付け、私がピンより左側に付けどちらが

ピンに近いか分からい状況の中で、尾関君の打ったボ

ールがグリーン上でなんと永井君のボールに当たると

いうハプニングが有りました。グリーンに上がり永井君

のボールがピンに近くニアピンとなり、岩田パスト会長

ホールインワン記念の賞品、名古屋場所のチケットを

ゲットされましたが、ハーフ終了後クラブハウスに戻り

森さんがホールインワンをされたことを知らされ一瞬永

井君は固まりましたが、ホールインワンはニアピンでは

ない為チケットは永井君の物となりました。永井君おめ

でとうございました。また、ホールインワンをされました

森さんおめでとうございました。 

会長賞としてのワインは尾関君がゲットしましたが、

提供していただき懇親会の中で参加メンバー美味しく

いただきました。 

さて、本日は一年間大変お世話になり、また支えて

いただきました５常任委員会委員長の一年を振り返っ

てとなっておりますので、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 

４７名 ３５名 １２名 ８８．１０％ 

 

ニコボックス               委員  佐藤 弘夫君          

○本日の卓話は「一年を振り返って」として５常任委員

会の皆様よりお話をいただきます。何かとご苦労の多い

一年になったかと思いますが、卓話を楽しみにしており

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 

○ＪＣを満４０歳で卒業してロータリークラブに入会して

満５０年在籍して９０歳です。ありがとうございました。 

                          伊藤 鶴𠮷君 

○生涯初めてゴルフでホールインワンをしました。 

                            森 弘好君 
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○森さん、佐藤さんおめでとうございました。１年を振り

返って勝手なコメントを述べさせていただきます。お世

話になり、ありがとうございました。 

                           倉知 正憲君 

○短大付属幼稚園のチラシを配らせていただきました。

よろしくお願いいたします。誠信高校女子バレーボール

部のインターハイ出場が決まりました。 

                           加藤 義晴君 

○本日卓話をさせていただきます。一年間ありがとうご

ざいました。 

                           尾関 育良君 

○奉仕プロジェクト常任委員会発表させていただきます。 

                          岩田 進市君 

○マスターズ会、岩田さんの口攻撃にも負けず優勝さ

せて頂きました。大枚を払わさせて頂きました。 

                          佐藤 弘夫君 

○５常任委員会の皆さん、１年間ご苦労様でした。 

松岡 一成、庄田 元久、古田 嘉且、沢田 昌久、  

岩田 静夫、富田 清孝、木本 寛、 

                               各君 

卓 話 

「一年を振り返って、５常任委員会」 

 
クラブ管理運営常任委員長 倉知 正憲君 

 事業計画書の冒頭に、新しい器に入れたお酒は美味

しくなったでしょうか？と書きました。 

 創立６０周年を迎えるに際し、組織を見直し新しい枠

組みの下で、メンバー各自の能力を最大限に活用する

ことが求められています。 

 これまで２名のガバナーを輩出し、江南ロータリークラ

ブは地区内では高い評価を受けています。 

 しかし、内情はどうでしょうか？ 

亡くなった福田清成さんのクラブに対する真摯な思いに

接した自分としては、本当にこのままで良いのかと首を

傾げたくなります。 

 これまでのクラブ活動の変遷を今一度思い返し、継続

事業を含め今後の具体的な方向性を一刻も早く確立し

てほしいと願い、私の総括とします。 

 幸い、戦略特別委員会という長期展望を見据え検討

する組織があります。 

 どうか委員会メンバーの皆さんの英知を結集して、ク

ラブの将来への展望を示してくださることを、この場を借

りてお願いする次第です。 

 
会員増強常任委員長 尾関 育良君 

本年度会員増強常任委員会委員長を務めさせていた

だきました尾関育良です。 

 本年度は会員数４６名でスタートし、３名の新入会員を

迎えることができましたが、２名の退会者がいらっしゃい

ましたので、現時点では４７名となっております。 

 新入会員の皆様が、江南ロータリークラブの平均年齢

よりも若い方々でしたので、クラブの若返りという点では

成果があったと思います。 

 しかしながら、会員数の増減という点では横ばいとな

り、会員が増えたとは言えず、特に本年度は女性会員

の入会はありませんでしたので、その点は継続する課

題として残っています。 

  約１年前に事業計画発表をさせていただいた際に、

会員増強はそれほどがむしゃらに力を入れてやらなくて

もいいのではないか、という考えもあるかもしれませんと

いうようなお話をさせていただいたのですが、実は、こ

れは私自身が感じていたことでもあります。 

私は、ロータリークラブに入会して９年になりますが、入

会当初も会員増強のことが強く言われていた気がしま

す。会員増強という委員会があったのですから、会員増

強は以前からの課題であったのかもしれませんが、正

直、入会当初は会員増強になぜこれほど力を入れるの

かということが理解できませんでした。 

 奉仕活動は誰かに強制されてするものではなく、やり

たい人がやればいいという考えでいたことに加え、会員

増強の話になると、「どうすれば会員が増えるのか」とい

うことに主眼が置かれ、「なぜ会員を増やすのか」という

ことにあまり説明がなかったため、とにかく会員を増や

すことが目標、というような雰囲気に違和感があったか

らです。 

 その思いは、今でも全く無くなったわけではないので

すが、例えば、ロータリークラブの存在をよく知らないた

め、奉仕や慈善活動に興味があっても、ロータリークラ

ブに入会するという選択肢がない方がいらっしゃるかも

しれません。 

 先日のイニシエーションスピーチでお話をうかがいまし

たが、山﨑さんのように、人のために何かしたいと考え、

すぐに行動できる人であれば良いのですが、そのような

人ばかりではないと思います。 

よく考えますと、私自身、お誘いいただくまでは、ロータ

リークラブという名前を聞いたことはあったと思いますが、
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江南の駅前のロータリーと何か関係がある団体なの

か？というような勝手なイメージしか持っておらず、お声

掛けいただかなければ、絶対に入会することはなかった

と思います。 

そういった、奉仕に興味はあるが、ロータリークラブをよ

く知らない方に対しては、来る者拒まずという姿勢では、

絶対に入会していただけません。そのような人材を発掘

できず、埋もれてしまっているのは非常にもったいない

ことなので、声掛けはやはり必要なのだと思います。 

そして、やはり、会員が多ければ、規模の大きな事業も

可能になり、結果的に、より大きな奉仕につながります

し、ロータリーの根幹の一つである親睦という面におい

ても、会員が多い方が楽しく、人脈も広がりますので、

会員は多い方が良いと考えています。 

 また、会員増強においては、新入会員の獲得と並んで、

退会防止が大切だとされています。 

 本年度の退会につきましては、体調の問題等、やむを

得ない事情によるものでしたので、これを回避すること

はできなかったと思います。 

 こういった理由以外の退会につきましては、親睦を深

めるということがその防止につながるのではないかと思

います。 

 本年度も、前年度に引き続き、コロナウイルスの影響

で、活発な親睦活動を行うことができなかったかもしれ

ませんが、コロナ禍も徐々に落ち着いてきており、５月

には久しぶりに親睦旅行があったり、同好会の活動も

再び活気を帯びてきております。 

例会であまりお見かけしないメンバーは、再び例会に出

席するきっかけを失っているかもしれませんので、まず

は例会外の活動においてお誘いいただく等して、繋がり

が無くならないようにしていただければと思います。 

 今年度は、私自身の働きかけで入会いただいた方が

いらっしゃらなかった為、その点につきましては反省し

かありませんが、皆様のご協力により、会員数の減少と

はなりませんでした。 

また、入会していただけそうな方の数々の情報をお寄せ

いただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

ありがとうございました。 

 会員増強委員長という立場はこれで終わりますが、会

員増強は、クラブ全体で行っていくものだと思いますの

で、今後も、江南ロータリークラブの一員として、入会対

象となるような方がいらっしゃれば声掛けをしていきた

いと思います。 

 一年間ありがとうございました。 

 

 

 
公共イメージ向上常任委員長 木本 寛君 

活動方針として、Ｒ情報・ＩＴ委員会と会報委員会の

活動を相互機能させることにつきましては各委員会が

上手く相互に機能し、クラブの活動が充実していたもの

と思います。 

クラブ外へロータリーに関するイメージの向上を図れ

る情報を発信して行くことについては、地区研修で地元

マスコミに対する積極的な情報発信の方法を学びまし

た。その結果地球を救うためカーボンゼロ社会を実現

することをアピールするための記念植樹には、複数の

地元マスコミが取材に来られ報道をしていただきまし

た。 

ロータリーの友への投稿による情報発信について

は、投稿をしたところ、書籍の紹介記事（私の１冊）を掲

載していただきました。 

マイロータリーへの登録数の向上については、自分自

身が登録してみましたところ、比較的簡単に登録がで

きました。マイロータリーのサイトでクラブの方針やイベ

ントが発信できる方法がありますので、次年度で検討し

ていただくことをお願いします。 

東尾張分区 IM フォーラムのテーマ「地球を救うために

地域の環境を良くしよう～カーボンゼロへの取り組み」

に関する報告について地球を救うためカーボンゼロ社

会を実現するために当ロータリークラブが、化石燃料を

一切使用しない新型エネルギー技術等を開発したりす

ることは勿論できませんが、資源の再利用の最大化、

ゴミ焼却量の最小化を目指したゴミ分別収集に協力し、

支援することは可能です。 

 愛知県江南市・大口町では、資源の再利用の最大化、

ゴミ焼却量の最小化を目指して、実に１２種類のゴミ分

別収集（江南市）を実施しており、その結果、国と愛知

県の家庭系ごみの １人 １ 日あたりの排出量 ５００ｇ

/人の目標数値について、江南市は２０１２年で１人１日

あたり ４３３ｇ/人、２０１８年で １人１日あたり４３０ｇ/

人と国と愛知県の基準を大幅に下回るという実績を挙

げており、環境保全に十分配慮したゴミ収集がなされ

ています。そしてゴミの分別収集は、ゴミのリサイクルを

前提とした収集方法であり、地域の環境を良くする成

果をもたらすもので、誇るべきことといえます。江南ロー

タリークラブでは、こうした江南市の取り組みを支援し、

全国にこのようなゴミ分別収集方法を喧伝して行きた

いと考えているという報告をしました。 
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 江南ロータリークラブでは、例会の休会日を単なる

「休会日」とはせずに、「ゼロカーボンデイ」宣言をし、休

会日にはロータリーの活動を休止し、化石燃料の消費

抑制を図りたいと考えております。 

 そして、「ゼロカーボンデイ」宣言については、地域の

企業・団体にも呼びかけ、例えば「ゼロカーボンデイ」に

おける残業の休止による化石燃料の消費抑制に併せ

て働き方改革の実現を呼び掛けたいという報告をしま 

した。 

                                                 

 
ロータリー財団常任委員長 岩田 静夫君 

ロータリー財団常任委員長として一年間お世話になり

ました。 

寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団、米

山奨学会を支援するための活動を実施する。そのため

にクラブの寄付目標の設定、プログラムに対する会員

理解を深める活動と目標の達成を旗印に活動を行って

まいりました。 

 １１月１８日の委員会担当のクラブフォーラムでは地

区資金推進委員会 委員長の佐野彰彦様（刈谷RC）を

お招きし、例会の冒頭に財団表彰のプレゼンターをお

願いしポール・ハリスフェローとして猪子 明君、川崎良

一君、熊澤治夫君、杦本哲一君、冨永典夫君、堀尾庄

一君、松井智義君、マルチプル・ポール・ハリスフェロー

【+１】として浅野安郎君、安藤喜代司君、尾関憲市君、

沢田昌久君、杉浦賢二君、庄田元久君、長瀬会長、中

村耕司君、波多野智章君、森 弘好君、【+２】として大

池武徳君、【+３】として古田嘉且君、山田 猛君の各氏

が表彰を受けられました。 

卓話タイムではテーマとして「ロータリープログラムにつ

いて」についてお話を頂き、「ロータリー財団の使命は、

ロータリアンが、人びとの健康状態を改善し、質の高い

教育を提供し、環境保全に取り組み、貧困をなくすこと

を通じて、世界理解、親善、平和を構築できるよう支援

する事です。」「皆様からの貴重なロータリー財団への

寄付は【世界でよいことをしよう】という目的の為に使わ

れています。」との事です。 

江南ロータリークラブ寄付実績につきましては、年次基

金１５１．４８ドル ポリオプラス２７．６７ドル 財団に寄

付した会員数４３名１００％ ポール・ハリスフェロー１１

人 マルチプル・ポール・ハリスフェロー２０人 ベネファ

クター ９人 メジャードナー 伊藤靖祐君 との事です。 

 次に米山奨学生関係ですが、１１月２６に延び延びに

なっておりましたカリモフ ムスリムジョン君とタンヤピシ

ット シタンさんの歓送迎会を開催することが出来まし

た。シタンさんにつきましては先月の家族バス旅行にも

参加を頂きました。 

 会員各位の皆様のご協力により数々の活動を行うこ

とが出来ました。感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。 
 

 
奉仕プロジェクト常任委員長 岩田 進市君 

奉仕プロジェクト常任委員長の岩田進市です。本年は

社会奉仕委員長に杦本哲一君、国際奉仕委員長に中

村耕司君、青少年奉仕委員長に沢田昌久君と職業奉

仕委員長として私、岩田と、なかなか粋な仲間に囲ま

れて行う事ができ、ありがたかったです。３月には第１

回のクラブ協議会が始まり、江南市の事業がほとんど

中止と発表となる中、各委員長を中心に委員会事業を

企画構成していだきました。いち早く青少年委員会の

沢田委員長が「アクト同窓会ハイキング」と題し新入会

員の発掘につなげると先鞭をつけていただきそれに続

けと、みなさんに頑張っていただきました。 

 ところで、私にとって「奉仕プロジェクト」ってなんだ。

お恥ずかしい話ですが奉仕についていろいろ考えさせ

ていただきました。 

先ずは、ロータリーの五大奉仕部門。クラブ奉仕⇒クラ

ブに対して、社会奉仕⇒地域社会に対して、国際奉仕

⇒国際社会に対して、青少年奉仕⇒青少年に対して、

職業奉仕は職業を通してと考える。また、ロータリーの

目的。「第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕

事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機

会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにするこ

と。」これを判定する、四つのテスト。ロータリーの友６

ページ。なるほど、と。これは私にとって大変戸惑ったこ

とでもあり勉強になった一年でもありました。 

 さて、昨年の７月にはコロナも収まり、長瀬年度は順

調な滑りだしをしました。しかしながらオリンピックが開

催された後の８月後半には第５波のコロナ緊急事態宣

言が発令され、ことごとく事業は中止となりました。私の

担当する事業も２つありましたが２つとも中止となりまし

た。長瀬会長のご配慮により２回追試（例会枠）を設け

ていただき、やっと一つできた次第です。１勝３敗です

かね。長瀬会長、永田幹事にはいろいろとお世話にな

りまた。また、本年はコロナ禍で思うようにできなかった
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点、悔しかったと思います。どうか、どうか、今月の３０

日天錦での最終例会には精一杯頑張っていただきた

いと思います。大変楽しみにさせていただいていますよ

ろしくお願いします。会員の皆様には大変お世話になり

ました。ありがとうございました。 

 

 

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会報までお知らせください 

 

（担当 田岡 剛） 

 


