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２０２２年（令和４年）  ７月  ７日  (木 ) 晴  第２７３２回（当年度第  １回）例会  
                    

点 鐘                 会長  冨永 典夫君 

司 会                 ＳＡＡ  片平 博己君 

ロータリーソング斉唱            「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和               片平 博己君 

－ 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 

ゲスト及ビジター紹介 

 
米山奨学生 タンヤピシット・シタン君 

ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

会長挨拶 

 
 会長  冨永 典夫君 

去る６月３０日に名誉会員でありました安藤正英さん

がお亡くなりになりました。１９７９年に入会され１９９４

年３０代会長に就任された後もロータリー愛に燃え若手

会員とも親しくお付き合いされ、私も色々とご教授頂き

ました。職業奉仕の一環で長年例会にて血液検査をさ

れ大いに助けられた会員も見えたかと思います。私も

異常が見つかり事なきを得ております。台湾潮州 RC

訪問のおりには、違った面を見させて頂きました。大変

残念ではございますが、ご冥福をお祈りいたします。 

さて、今年度２０２２―２３年度５８代会長を務めさせ

ていただくことになりました冨永典夫です。 

初めに昨年度クラブ運営に尽力された長瀬直前会

長と永田直前幹事には一年間大変お疲れ様でした。コ

ロナの影響で十分活動が出来なかったかと思います。 

 私は、１９９７年に入会してもうすぐ２５年になります。

この頃は会員も７６名と多数みえましたので、この場に

立たせていただき、会長挨拶をするとは、夢にも考えも

せずロータリーライフを楽しんでおりました。今になって

勉強不足なのを反省しております。色々なことがあると

思いますが、岩田幹事、南村副会長、駒田副幹事をは

じめ理事役員委員長の皆様のご協力をいただきながら

歴史ある江南ロータリークラブの伝統に恥じないよう実

りのある一年として、今まで以上に楽しんでいきたいと

思います。 

さて話は変わりますが、本日は七夕です。七夕（たな

ばた）のルーツは、中国伝来の七夕伝説（星伝説）にあ

ります。 

中国では星伝説の織姫と彦星の逢瀬を祝い、織姫

にあやかって機織りなどの技芸の上達を乞う「乞巧奠

（きっこうでん）」という行事が催されるようになりました。

これが奈良時代に日本に伝播。日本古来の神様の衣

を織る「棚機津女（たなばたつめ）」伝説と結びつき、現

在のような形に変化していったと言われています。 

棚機津女（たなばたつめ）」伝説とは、村の厄災を除

くため水辺で神の衣を織り、神の一夜妻となるため機

屋で神の降臨を待つ棚機津女という巫女の伝説です。

「たなばた」の語源はこの巫女に因んでいるのです。 

 子どもの頃、短冊に願い事を書いた記憶はあります
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が、世界が平和でありますようにとは書かなかったと思

います。皆さんにも色んな思い出があると思います。江

南のサマーフェスタは中止になりましたが、一宮の七夕

祭りは開催予定であります。予定通りに開催できること

を祈ります。 

これから一年間会員の皆様にはご協力、ご指導をよ

ろしくお願いいたします。 

 

直前会長・幹事記念品贈呈 

 
直前会長 長瀬 義晴君 

直前幹事 永田 広光君 

米山奨学金授与 

 
タンヤピシット・シタン君 

幹事報告  -別紙-       副幹事  駒田 洋平君 

出席報告            委員長  波多野 智章君 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

４６名 ３４名 １２名 ７９．０７％ 

ニコボックス             委員  濱島 聡一朗君 

〇いよいよ冨永年度がスタートしました！最高に楽しい

一年にしますので皆様よろしくお願いします！ 

冨永 典夫、南村 朋幸、岩田 進市、駒田 洋平 

各君 

〇杉浦さん写真ありがとうございました。カレーもおいし

かったです。 

山田 猛君 

〇お陰様で二人共健康で４３回目の結婚記念日を迎え

る事が出来ました。 

倉知 正憲君 

〇長瀬年度執行部お疲れ様でした。南村さん、中部経

済新聞記事掲載おめでとうございます。 

伊藤 靖祐君 

〇一年間 SAA務めさせていただきます。よろしくお願い

します。 

片平 博己君 

〇冨永典夫会長、本日の第１回例会御盛会の事とお喜

び申し上げます。本日は欠席しました。使えない幹事よ

り。 

岩田 進市君 

〇例会運営委員会です。１年間担当させて頂きます。 

宜しくお願いします。 

中村 耕司 濱島 聡一朗、田岡 剛、杦本 哲一、 

木本 寛、熊澤 治夫              各君 

 

Ｒ．Ｉ．Ｄ．２７６０ ２０２２―２３年度 

冨永年度の船出を祝して！！ 

長瀬年度 執行部の皆様一年間お疲れ様でした。 

森 弘好、倉知 正憲、川崎 良一、松岡 一成、 

庄田 元久、古田 嘉且、杉浦 賢二、堀尾 庄一、 

沢田 昌久、岩田 静夫、猪子 明、長瀬 晴義、 

波多野 智章、富田 清孝、加藤 義晴、尾関 育良、 

永田 広光 

各君 

卓 話 

 
会長  冨永 典夫君 

２０２２―２３年度ジェニファー・ジョーンズ RI 会長は、

「イマジンロータリー」をテーマに「想像してください、私

たちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚める

とき、その世界に変化をもたらせると知っています。私

たちには皆、夢があります。しかし、そのために行動す

るかどうかを決めるのは私たちです。昨日のことをイマ

ジン（想像）する人はいません。それは未来を描くことで
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す」と述べられました。 

また、積極的な参加こそが会員の維持にとって重要

であり、会員がロータリーに何を期待するかを尋ねた上

で、果たしがいのある責任を会員に与えることが必要

だとジョーンズ氏は述べます。 

「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダー

シップ開発、生涯にわたる友情こそが、目的意識と熱

意を生み出します」  

２０２２―２３年度２７６０地区篭橋ガバナーは「未来

を描こう、笑顔でつなごう～一人一人のチャレンジを力

に！ 変化に対応できるクラブを目指して～」というテ

ーマを掲げています。革新的かつ柔軟な活動体制を構

築していく必要性を言われました。 

新型コロナウイルスの影響がまだまだ続いており先

が見えません、また、突然始まったロシアとウクライナ

との紛争により社会経済が増々混迷し変容していく中、

会員それぞれの立場で社会や未来のためにできること

を考え、行動していきたいと思います。 

今年度、私は、「友情と奉仕の心で未来の扉を開こう」

をテーマとしました。 

私達は何故集まり、そして活動するのか。ロータリー

クラブの理念・目的をクラブメンバーで再確認すること

により、未来に向けてクラブの運動がより充実したもの

になるよう活動を進めてまいります。 

 メンバー皆様と共に未来を想像し、奉仕の輪を広げ、

社会により貢献できるクラブを目指し、活動していきま

しょう。 

また、クラブ内の一体感を深めるとともに活動に方向

性を持たせ、私達の活動を実りあるものにしていきたい

と思います。 

＝重点目標＝ 

１． ロータリーを学ぼう。 

２． 女性会員の増強を含め会員５０名をめざす。 

３． 地域事業への参画や参加により公共イメージの

向上を図る。 

４． 友情をはぐくむべく、工夫をした親睦行事を行う。 

５． 創立６０周年に向けてのクラブとしての方向性を

見出す。 

６． SDGｓを意識して活動する。 

 

 
副会長 南村 朋幸君 

本年、冨永会長年度の副会長を務めさせて頂きます

南村です。 

活動方針や事業計画は冨永会長が仰られた通りで

ございますので、私からは別の切り口でのお話をさせ

て頂きたいと思います。２００７年ＪＣを卒業した年にこ

の江南ロータリーに入会し、はや 15 年。いろいろなお

役で勉強させて頂いてきました。当たり前の話ですが、

副会長職は初めて務めさせて頂くことになります。まず、

副会長とは如何なる職務なのか、江南ロータリー細則

を紐解いてみました。第４条第４節にその役割は明記し

てあります。「副会長は会長不在の場合に本クラブの

会合および理事会の会合において議長を務め、その他

通常その職に付随する任務を行うものとする。」とあり

ます。前任者である猪子さんも言われておりましたが、

いわゆる緊急事態要員であり、会長に不測の事態が

無い限り、特に私の仕事は無いという事になります。で

は、一年間何もせずボーっとしていていいのか、と言え

ば決してそういう訳でもなく、冨永会長が私を副会長に

任命頂いたのは、きっと日頃の私のロータリーに対す

る不真面目な姿勢を律する為に敢えてお声掛け頂いた

のであろうと推察いたします。とすれば、緊急事態要員

だからと言って、その役職に甘んじてボーっとしていて

は駄目だと思います。やはり執行部の一員として自覚

を持ち、まずはクラブの例会・行事には積極的に参加し、

尚且つ、地区で培った経験と知識をクラブ運営にいか

に活かすか、ということを求められているに違いありま

せん。私が、唯一私に対して威張っていいと許可した岩

田静夫さんがいつも言う「雑巾がけをしてこい」の言葉

にも似た意味として捉え、決まった任務が無いからこそ、

様々な部分に気を配りながら常に「虫の目・鳥の目・魚

の目」の気持ちで臨みたいと思っています。言うまでも

ありませんが、虫の目とは、近い位置から複眼をもって

様々な角度から物事を見ること。鳥の目とは、高い位

置から俯瞰的に全体を見回して見るということ。そして

魚の目とは、潮の流れや干潮満潮という流れを見失う

ことなく見るということ。この「虫の目・鳥の目・魚の目」

を私の個人の今年一年のスローガンとして副会長職を

務めていく所存でございます。皆様には「友情と奉仕の

心で未来の扉を開こう」のスローガンのもと、暖かくも厳

しく見守って頂きますようお願い申し上げる次第でござ

います。 

また、同時に兼任として会員増強委員会のメンバー

でもありますので、こちらの方も三輪委員長のもと積極

的に増強に努めてまいる所存でございます。手前味噌

な話ですが、本年弊社に新卒の社員が４人入社しまし

た。フレッシュな人材投入は企業全体が活性化します。

ロータリーのような組織も一緒だと思います。つまり会

員増強とはただ単に会員が増えるという「現象」ではな

く組織活性化の最たる方法であるということは間違いな

いと思います。そして、そのフレッシュな人材を引き入

れる為には、会員それぞれが江南ロータリーの営業マ

ンになってロータリーを売っていかなければなりません。 

冨永会長の重点目標に、女性会員の増強に力を入

れ５０名を目指すとありました。この目標に少しでも寄

与する為、同じ委員である岩田静夫さん、永田広光くん

と共に女性会員発掘の糸口を探し、夜の活動を徐々に

再始動していくことをお約束申し上げ、私の結びとさせ

て頂きたいと思います。 
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 一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 
副幹事 駒田 洋平君 

今年度副幹事の駒田です。私は入会して４年になりま

す。片平会長のもと入会、その後５５周年で、岩田しず

お会長のもと、伊藤ガバナーの年度でしたので、いろい

ろな参加をさせて頂きました私自身もお役を頂きながら

走り回っていました。伊藤ガバナーをはじめ、江南ロー

タリークラブのメンバーの皆様の「重責と行動力」を見さ

せて頂きました。ＲＩ会長も来日されたのでロータリーク

ラブという組織をすこし広い目で学べて非常に良かった

と思います。その後新型コロナの影響で例会が休会

や、懇親会の中止があり当時の執行部の皆様がご苦

労されたと思います。そして冨永会長の年度ですが、ＲＩ

会長の「イマジンロータリー」が、冨永会長の所信や重

点目標やテーマがとてもマッチしているのでとても楽しく

素晴らしい一年になると思います。新型コロナもまだま

だ収まらないと思いますし、ロシアとウクライナの情勢も

不安定ですが、私たちがコントロールできるものではな

いので、私たちが出来る「本年度６つの重点目標を行動

に変えて頂きたいと思います。（ロータリーを学ぼう、友

情を深めよう等）入会の浅いメンバーは、積極的に例会

に参加して下さい。その中でなにか疑問が出てきたら誰

かに聞いてもらい交流を深めてもらうことで、また例会

に参加しようという気持ちになりますので、ぜひやって

頂きたいと思います。楽しく感謝して活動したいと思いま

すので、１年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

 
ＳＡＡ 片平 博己君 

本年度 SAAの片平です。SAAは２度目となります。

副 SAA として例会運営委員会の中村委員長、濱島副

委員長にお願いしております。１年間よろしくお願いしま

す。この二年半の例会運営は、コロナ禍によって振り回

されてきました。やっと下火になってきて、本年度からは

正常な形での例会でスタートできるかと思っておりまし

たが、またリバウンド傾向が出てきて予断を許さない状

況です。かつてのように過剰ともいえる対応をすること

もないと思いますが、健康にかかわることは個人差もあ

り、例会のような正式な事業についてはどうしても慎重

にならざるを得ません。いずれにしても丁寧な対応を心

がけたいと思います。例会の魅力づくりの一環として、

例会運営委員会委員長の中村委員長を中心にいろい

ろ企画していただいておりますのでお任せしています。

SAA としては、例年と同じく、秩序と友愛を重視したメリ

ハリのある例会の環境づくりに尽力して参りたいと思い

ます。 

 

点 鐘                 会長  冨永 典夫君 

 

本日の食事 

 
 

委員会報告 

７月３日（日） 

ドライブ同好会を開催しました。 
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７月６日（水） 

名鉄グランドホテルにて会員増強セミナーが開催されま

した。 

 
国際ロータリー第２７６０地区 

２０２２-２３年度ガバナー 篭橋 美久様 

 
地区研修リーダー 伊藤 靖祐君 

当日は会員増強委員長 三輪 慎一郎君 

副幹事 駒田 洋平君が参加されました。 

 

会報掲示板 

 
恒例の？第１回例会は執行部がお出迎えです。 

 

 
久しぶりにコロナ前の会場レイアウトになってきました。 

 
これからもコロナ感染対策の為に高性能空気清浄機 

Ａｉｒｄｏｇを購入しました！ 

安心して例会にご参加ください。 

 

  

 

  

 

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 北畑 祐二） 

 

会報委員会メンバー 

北畑 祐二 

佐藤 弘夫 

早川 一三 

尾関 育良 

山﨑 博征 

横山 史明 

 

以上のメンバーで１年間、会報を担当させて頂きます。 

よろしくお願い致します。 

Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹの登録はこちら 
※初めての方は 

アカウントを作成してください。 

※アカウントがある方は 

 ログインしてご覧ください。 

ROTARY ２７６０ 

アプリダウンロードはこちら 


