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２０２２年 （ 令 和 ４ 年 ） ６ 月 ２ ３ 日 (木 ) 晴 れ 第 ２ ７ ３ ０ 回 （ 当 年 度 第 ２ ６ 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               岩田 進市君 

－ 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 

さて、私の年度も本日の例会、３０日の夜間例会・最

終例会の２回となりました。 

３０日の夜間例会は、天錦での懇親会の例会となり

ます。 

例年ならば最終での会長・副会長・幹事・副幹事の

一年を振り返っての発表となりますが、一回早くでの発

表となります。 

コロナ禍の中で、長いようで短いと言うより長かった。

本音を言えばほんとに長かった会長年度でした。 

岩田年度で会長の権威が崩れ、加藤年度で修復さ

れましたが、私の年度でまた崩れてしまいました。次年

度、冨永会長に修復していただきますようよろしくお願

い致します。 

一年間、拙い会長でしたが、会員の皆様にはご協力

いただき支えていただきましたこと厚く御礼申し上げま

す。本日、一年を振り返っての発表をさせていただきま

す。 

また、一年間大変お世話になり、支えていただきまし

た、副会長、幹事、副幹事の発表も有りますので、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 ３３名 １４名 ７８．５７％ 

 

ニコボックス             委員  佐藤 弘夫君         

○本日の卓話は執行部の４名より「一年を振り返って」

として発表させて頂きます。本年度も来週の最終例会を

残すのみとなり、大変お世話になりました。何卒よろしく

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 

○開業４５周年の記念日を、夫婦共々元気で迎えること

が出来、感謝で一杯です。長瀬年度のスタッフご苦労様

でした。冨永年度の皆さんの頑張りを楽しみにしていま

す。 

                          倉知 正憲君 

○会長、副会長、幹事、副幹事の皆さん、１年間ご苦労

様でした。 

伊藤 鶴 、松岡 一成、庄田 元久、古田 嘉且、 

杉浦 賢二、沢田 昌久、岩田 静夫、波多野 智章、

中村 耕司、木本 寛、岩田進市 

                               各君 
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卓 話 

「一年を振り返って、会長、副会長、幹事、副幹事」 

 
会長 長瀬晴義君 

昨年、加藤会長が改められた運営体制を引き継ぎさ

せていただき ７月１日に例会が始まり、次回６月３０日

の夜間例会に最終例会を迎えさせていただきます。 

２０２１－２２年度ＲＩ会長シェカール・メータ氏のテー

マ「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」 

２０２１－２２年度ＲＩ２７６０地区沓名ガバナーは地区

方針に「チェンジロータリー 新時代の成長に」 ～コロ

ナゼロ・カーボンゼロ支援～ を揚げられました。 

テーマ、地区方針に基づく活動の展開として、「変革

の新時代」  ～ つなごう 人・まち・ロータリー 共にも

っと成長しよう ～ を クラブ会長の年度方針に揚げ、

創立６０周年に向け江南ロータリークラブが今一度足元

を固めメンバーが一つにまとまり、楽しくつながれる親

睦活動を目標に行なってきました。 

しかし年度が始まり９月に初めての親睦を図るため

の例会、ボウリング例会を行う予定でしたが、新型コロ

ナウイルスによる緊急事態宣言で例会は中止となりま

した。 

緊急事態宣言により前期プログラムでは、ガバナー

補佐訪問、愛知ＲＥＣとの合同例会を含め５回の例会を

中止させていただきました。後期プログラムでも５回の

例会を中止させていただき、年間で１０回の例会を中止

にすることを余儀なくされ、３月１２日（土）の東尾張分区

ＩＭはＷＥＢによる開催となりました。このコロナ過の中

でも１０月２１日には、江南ロータリークラブがホストクラ

ブとなり名鉄小牧ホテルにて、５クラブ合同でのガバナ

ー公式訪問を開催することができました。 

また、１１月４日の東尾張分区会長・幹事会もホストク

ラブとして、味の魚仙にて開催することができました。 

ガバナー公式訪問では沓名ガバナーより、東尾張分区

会長・幹事会では梅村ガバナー補佐より直接こうして顔

を合わせて開催できることほど嬉しいことは無い、ホスト

クラブに感謝しますと言う同じ労いのお言葉をいただくこ

とができましたことをメンバーに深く感謝いたします。 

計画にはありませんでしたが、江南警察署、江南交通

安全協会からの依頼で、江南ロータリークラブ 創立３５

周年記念啓発塔の改修工事をさせていただきました。 

江南ロータリークラブの奉仕活動の一環で、現状のコロ

ナ禍に於いてロータリー活動が制限される中、地域に

対しどんな奉仕ができるかを検討した結果、行政に寄

付を行うことを趣旨、目的とし１２月２１日に江南市役所

にて、古北にじいろ会館（江南市立古知野北公民館、古

知野北学童保育所）へのプロジェクター一式を寄付する

為の寄付贈呈式を行いました。 

沓名ガバナーの地区方針「コロナゼロ・カーボンゼロ

支援」の取組の一環として地球温暖化の問題に対し、

二酸化炭素など温室効果ガスの排出を抑える事業とし

て、５月１９日ロータリー奉仕デー カーボンゼロ植樹、

マテバシイという樹木をすいとぴあ江南にて、江南市長、

すいとぴあ江南館長様にも参加していただき植樹式を

行いました。 

親睦活動も中止になる中、３年ぶりとなる年忘れ家族

会、５月には親睦家族会を開催させていただくことがで

きました。 

会員増強では、３名の新会員を迎え入れることができ、

企画してもなかなか開催することができなかった、ザ・コ

ンダーハウスでの新会員歓迎会を開催することができ

ました。 

創立６０周年に向けてのクラブの方向性を見い出す

為、パスト会長にも何度も相談し、クラブ戦略委員会の

開催をと思いましたが、壁が厚く開催の機会を逸してし

まいました。誠に申し訳ありません。将来構想の検討は

冨永年度よりよろしくお願いいたします。 

加藤会長が改められた運営体制を引き継ぎ運営させ

ていただきましたが、まだまだ慣れぬ点が多く会員の皆

様にはご迷惑をお掛けしましたが、一体となって支えて

いただいたＳＡＡ、会計、５常任委員会の委員長、各委

員会の委員長のお陰と感謝いたします。 

また、執行部を担っていただいたロータリーに関して

は隅々までわかっている猪子副会長、確り者で根回し

が利く永田幹事、若く活動的で物事に関し真面目に取

組む濱島副幹事の皆様には心より感謝いたします。そ

して、事務局の渡邉さんにはご迷惑を掛けながらも何度

も助けていただきましたこと感謝いたします。 

メンバーの皆様にもご協力いただき、また助けていた

だき無事一年を終えることを迎えようとしていますことに

心より感謝いたします。 

来週、最終例会を迎え冨永年度に無事バトンを繋げ

ることを感謝し会長年度としてのお礼を申し上げます。 

皆様には大変お世話になりました。 

１年間ありがとうございました。 
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副会長 猪子 明君 

江南ロータリークラブの細則によりますと、副会長は

会長不在の場合にクラブの会合及び理事会の会合に

おいて議長を務め任務を行うとあります。よって、長瀬

会長がロータリーの活動に支障が起きない限り、任務

がありません。現にこの一年の中で二度の例会と一度

の理事会の議長のみ務めさせていただきました。です

からここでお話しさせていただくなら、副会長として執行

部の一メンバーの一年を振り返ってということでお話しさ

せていただきます。 

先ずは、新型コロナによる愛知県下の緊急事態宣言

により８／２６～１０／９まで五回の例会を開催すること

ができませんでした。五回の中には、ガバナー補佐訪

問と愛知ＲＥＣとの合同例会が含まれています。後半で

は、１／２７～３／末日までの六回の例会を開催できま

せんでした。この際の愛知県は、蔓延防止等重点措置

でしたが、江南市の感染者が最多でしたし、メンバーか

ら感染者が出たので仕方ありませんでした。休みの間、

何もしなくていいので楽でいいよねという意見もあるか

もしれませんが、決してそんなことはありません。会合

中止と期間、また再開後の例会卓話変更等全てを理事

会で承認いただかなくてはなりません。調整が大変です。

執行部としては、各委員会委員長からいただいた年間

事業計画を全うさせていただくことが務めであると思っ

ております。出来なかった会合については残念でなりま

せん。 

また、開催できて心に残った例会は、上半期では家族

例会であり、下半期では、二週間前に行われたイニシエ

ーションスピーチ例会です。家族例会は、例会当日の締

めの挨拶で長々と話させていただいたので省略します

が、イニシエーションスピーチをされた二人が素晴らし

かったです。 

田岡君は、重度の四肢麻痺あり介護が必要な中学

生になるご子息のために自分を磨き視野を広げるため

にロータリークラブに参加し、地域が豊かになり自分も

ゆとりが生まれ、ご子息にも豊かな生活が送れるように

活動していきたいと話されました。 

山﨑君は、江南市民花火の音楽花火を観覧し涙し、「誰

かの役に立ちたい。誰かに感謝してもらえる人生にした

い。」の一心で青年会議所に入り、ブロック会長まで務

め、卒業と同時に次のステージとしてロータリークラブを

選んだと拝聴しました。 

二人とも素晴らしいスピーチでした。横山君のスピー

チは聞くことはできませんでしたが、翌週の会報にスピ

ーチ原稿が記載されています。皆さん、是非ご一読いた

だければと思います。三人と次年度以降ロータリー活動

を共に行えることを楽しみにしています。 

一年間、お世話になりました。ありがとうございました。 

 
幹事 永田 広光君 

本年度幹事を務めました永田です。本年度のスタート

７月１日の例会にて本年度の目標発表をしてから早１

年。本日の１年を振り返っての発表の日となりました。

本年の事業もコロナの影響を大きく受けた１年でした。

ある程度の予想はしていたものの、８月後半より１０月

頭まで、また２０２２年に入り、１月後半より３月まで例会

取消が多数ありました。ここには少なからず私のコロナ

感染も関係しておりますことをお詫び申し上げます。コ

ロナ感染の詳細につきましたは、会員卓話通りでござい

ます。 

長瀬会長が重きに置かれていた親睦を図ると言う部

分に関しては特に多くの影響を受けたと思います。そん

な中でも、公共イメージ向上の為の、江南市へのプロジ

ェクター一式の寄贈、地区よりふってわいたマテバシイ

の木の無茶ぶり植樹など無事に終えることができた部

分はホッとします。植樹と共に立てた看板には、市役所

より、子供がぶつかったら危ないから考えてと指示をさ

れ、目の前に立っている犬のフン禁止看板の方がよっ

ぽど危ないじゃないの。と思いながらクッション材を張り

付けるなど苦労いたしました。 

またクラブ内親睦事業では、コロナ禍でも年忘れ家族

会、親睦家族旅行、また新春夜間例会、創立記念例会、

そして来週の最終例会と親睦を図れる例会を開催でき

たことはうれしく思います。 

会員増強に関しましては、３名の方に入会いただきまし

た。会長の重点目標に掲げられた女性会員の獲得には

至りませんでしたが、次年度も増強の委員会配属です

ので引き続き会員増強に務めてまいります。 

最後になりますが、ロータリーの活動・会の運営・そし

てロータリアンとしてあらためて様々な勉強をさせて頂

いた一年でありました。この一年、得た事・気づいた事

を活かし、次年度は初心にもどり、いち委員会メンバー

となりゆっくりさせて頂きます。 
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各委員会の皆様、理事役員の皆様、長瀬会長、猪子副

会長、濱島副幹事、そして渡邉さん本当に一年間お世

話になりました。ありがとうございました。 

                              

            
副幹事 濱島 聡一朗君 

一年間副幹事を務めさせていただきました。早いも

のでもう一年になるのかという気持ちと、副幹事として

執行部に貢献できなかった申し訳なさが半々といったと

ころです。 

本年度最初の例会で、古田さんから「副幹事は楽を

しようと思えばどこまででも楽ができるけど、幹事の仕

事はいくらでもあるからやる気になればどれだけでも仕

事はあるからね。」との激励のお言葉いただきました。

私の中では永田幹事の補佐をしつつ、幹事が不在の

際のバックアップをすることを第一に考えておりました

ので、いつ仕事が回ってくるのかと心の準備を整えて

いるうちに、年度の終わりを迎えてしまったのが実情で

す。決して永田幹事からの仕事を避けていた訳ではご

ざいませんので悪しからず。 

私以外の執行部の三名の姿をこの一年拝見し、長

瀬会長は穏やかで人を思いやる優しい心の中にも強

い信念を持ち、相手の話にじっくりと耳を傾けて「和を

以て貴しとなす」を体現するタイプ。猪子副会長は執行

部のムードメーカーで常に周囲への気配りを欠かさず、

公私の分け隔てなく困っている人からの頼みとあれば

笑顔で淡々とこなしてしまうタイプ。永田幹事は問題の

把握から解決までのスピードが抜群に早く、場の空気

を巧みにコントロールして聴衆の心を鷲掴みにする話

術と天性の愛されキャラを併せ持ったタイプと、三者三

様ではありますが共通する点としてはとにかく面倒見

の良い先輩方で、常に問題を起こすたびに助けていた

だくことばかりでした。本当に反省と感謝の念で一杯で

す。 

新型コロナ感染症も一定のレベルを維持しての収束

のような状況で、社会は以前のような活動を取り戻しつ

つあります。zoom を利用した例会のリモート開催という

選択肢もありましたが、政府の指針に従いながら対面

に拘った例会や懇親会の開催をギリギリまで許容して

きた部分にこそ、本年度のロータリークラブの活動意義

はあったように感じております。 

昨年、私自身が親睦活動委員長として満足な働きが

できなかったことを例にとっても、本年度は富田委員長

の大変なご活躍で親睦関係の事業が大成功を収めた

事が印象に残っております。また、コロナゼロ、カーボ

ンゼロを具現化する策として、例会の食事をやめれば

感染リスクも CO2 の発生も低減できるのでは？と、考え

ていたこともありましたが、末広さんの襷を受けたラカ

ーサさんの思いの詰まったお弁当をいただくにつれて、

コロナ禍でもメンバーと食べる食事の時間が例会にと

っていかに重要かを再認識することができました。 

度重なる緊急事態宣言下での事業計画の立案と相成

り、本年度はメイン事業を行わないとの苦渋の決断に

端を発し、実施できた事業の数だけを見れば限られた

活動の一年になりました。しかしそのような中でも新会

員三名を迎え入れ、メンバー同士の交流や結束を維持

することができたのは大きな成果だったと思います。コ

ロナに散々翻弄されつつも「ひと」も「まち」もバランスよ

く繋がり、ロータリークラブが以前のような活動を再開

する手探りができた年度であったと一年の活動を振り

返りまして、私の発表とさせていただきます。 

一年間本当に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 駒田 洋平） 

 


