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１年間　ご協力、 ご支援

ありがとうございました。

退任挨拶

会　長

　　 遠藤　友彦

退任挨拶

幹　事

　　 渡邉　泰彬

２０２０～２０２１年度　No.１

～今までも、 これからも～

「この一年を振り返って」

年度はじめ会長エレクト星川直志君が倒れられ、 急遽指名され会

長を引き受けました。 ロータリーはそういうものでしょう。

クラブテーマは星川君から受け継いで 「継続」 としました。

本年度は創立４０周年の年でしたが、世界的に蔓延するコロナの影

響で諸事変更せざるを得ませんでした。 ４０周年記念事業の準備

資金は、かくして県芸大、名古屋市、ＲＣ財団に寄付し有効に活用

していただくことにしました。 また、加藤あつこさんがホストされた米

山奨学生の韓鈺さんめでたく大学院を卒業され日本に就職されま

した。本年度は、またＲＣが日本に来て１００年の年でもあり、記念切

手が発売されました。当クラブが特記すべきことは梶川君が久しぶ

りにガバナー補佐に選出されたこと、中島宗幸君が入会されたこと。

そして 「ものすごい１０人の住職」 として月刊住職誌に祖父江佳乃

さんが掲載されたことでしょうか。

残念なことは、 藤原研一君、阿部美男君の逝去、 松岡三明君や

横井登君、 西脇良一君の病い等、 休会や退会です。

コロナ緊急事態宣言は、まだまだ続きそうですが、新年度には中野

あゆみさんの入会も予定され、 明るい次年度が期待されます。

最後に渡邉幹事、事務局の市田さん、４０年来の同期柴山利彌君

はじめ会員各位に感謝の意を表し、 一年回願の挨拶と致します。

何もしないうちに １年が経過無事に？３回目の幹事が終了しました。

私が幹事になるときは、 どういうわけか会長とか制度が替わって

しまいます。

１回目は国枝会長から藤原会長に、 ２回目は分区代理からガバナ

ー補佐制度に、 幹事は分区幹事ではなく私設幹事でガバナー補

佐付き幹事、 ３回目は星川会長から遠藤会長へと。

この 1 年は武漢発新型コロナウイルス感染症によるパンデミック拡

大、 残念ながら新型コロナウイルス感染拡大のため国 ・ 県による

緊急事態宣言・ まん延防止等重点措置が発出され例会等はほぼ

半分しか行うことが出来ませんでした。

残念なことに退会者は ４名で、 星川直志君 （病気） 阿部美男君

( 死亡 ) ・ 横田登君( 病気 ) ・ 西脇良一君 ( 病気 ) でした。

入会者は次期にまたがりますが、 中島宗幸君一人でした。

この年度は創立４０周年記念事業を盛大に行う年でしたが、 全て

( 寄付事業及び記念誌発行事業を除き、 チャリティコンサート ・ 記

念式典 ・ 記念祝賀会 ) が中止になりました。

拍子抜けの一年でしたが、会員皆様方のご協力に感謝いたします。



　　司　　　　会　 伊藤　晋一君

　 斉　　　 唱 　ＲＳ／四つのテスト

    ゲ　 ス　ト　　中島　宗幸様

　　

     第１８９０回例会記録　　６／３０ （水） 曇　

     本日の例会 （第１８９２回） ７／７ （水）

      次回の例会 （第１８９３回）　７／１４（水） 

会員数   　３３名　 　前々回訂正　　 １８８９例会

欠席会員数 　 ５名　　欠席会員      　　 　４名中

出席会員数       ２８名　 　MAKE UP             １名

出席率 　　　 ８４.８５％　 　出席率訂正    　　 ８８.８９％

　　　　新年度第１回例会を行います。

例 会 報 告

出 席 報 告

　クラブフォーラムを行います。

クラブフォーラム

社会奉仕委員長　玉置　正樹

年会委員会報告

幹 事 報 告

会 長 挨 拶

会長　遠藤　友彦

本年度最終例会です。 思えば、 創立依頼満４０年が過ぎました。

古い会員名簿を見ていると、 H７年１月２５日追悼卓話の物故者の

チラシがありました。 お読みします。

１９８４年 （S５９） １月３１日　山田　四郎君

１９８６年 （S６１）　１０月８日　丹羽　弘範君

１９８９年 （H１）　　２月１１日　川本　昌光君

１９８９年 （H１）　　５月２４日　鈴木　　　章君

１９８９年 （H１）　　９月２３日　久郷　三郎君

１９９２年 （H４）　 　２月７日　　仙石　信博君

１９９２年 （H４）　　８月１８日　奥村　政弘君

懐かしく思い出される方もおみえでしょうが、 ほとんどの方は知られ

ないかと思います。

お亡くなりになった阿部君も、 退会された横井君も創立総会にご夫

妻と娘さんとで出席されています。 また、 西脇君も病気で退会され

さみしい限りです。

３５名で創立した名北ＲＣはやがて８０名ぐらいのクラブになり、 子ク

ラブ錦ＲＣができました。

今日、 痩せに痩せた姿でバトンタッチするのは、 心苦しいですが、

７月新年度からは、 香田体制で、 元気な姿を見せて欲しいと期待

しています。

【２０２１ ６.１６ 「第３回社会奉仕委員長会議」 が開催】

＜議事＞

1． 名古屋宮の杜ロータリークラブについて

　 　次年度より正式加盟 （今回オブザーバー参加）

2． 今年度決算 ( 見込み ) について

　　　収入 ( 各クラブ拠出金 \２,０００/１名

　　　繰越金 \３,０９７,４２２)\６,５３８,４３９

　　 支出 ( 支援提案事業費他 )\５,６２５,６１５

　　　次年度繰越金 \９１２,８２４

※桜の回廊プロジェクト￥１,８００,０００、他８提案 ( 名北ＲＣ含む )

　　\２,７５０,０００　支援提案事業費合計 \４,５５０,０００

※名北 RC 「名古屋市立北 ・ 楠図書館図書寄贈」 支援提案事業

　　費として \６０,０００、名北ＲＣより￥４０,０００負担し、計￥１００,０００

　　支援、但し同事業としては３年目となり、 次年度は同事業として

　　は提案できない。

３． 今後の会則について ( 各クラブ意思表明のお願い )

１.  一年間お世話になります。 よろしくお願い致します。

２.  本日より、中島　宗幸 （なかじま　むねゆき） 君が入会されます。

　　所属委員会は、 親睦活動委員会です。

　　後ほど、 入会式を執り行います。

３. 会員の横井　登君、西脇　良一君が一身上の都合によ　り６月末

　　日を以て退会されましたので、 お知らせ致します。

　　従いまして、 ７月１日より会員数は３２名になりました。

４. 上半期の会費請求書を同封致しましたので、 期日までにお振り

　　込みをお願い致します。

５. ７月１日よりロータリー適用相場 （ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ） が １ ドル １１０円

    （６月 ： １０９円） に変更される旨、 国際ロータリー日本事務局よ

　　り連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。



(Ａ) 会則を可決し、次年度以降に所定の手続きを踏んだ後に大会

　　 する。

(Ｂ) 会則を可決し、 次年度以降も 「名古屋市内社会奉仕委員長

　　　会議」 の活動を継続する

　　　名北ＲＣ : 理事会決議にて(Ｂ) にて意思表明、結果 ： (Ａ)１４ ・

　　　(Ｂ)９ ・ 未２

※今年度ホスト ( 名古屋ＲＣ)、前年度ホスト ( 名古屋アイリスＲＣ)、

　　次年度ホスト ( 名古屋西 )、次々年度ホスト ( 名古屋南 )、運営

　　委員担当 ( 名古屋北ＲＣ) の全てのクラブは (Ａ) 表明。

４． 次年度ホストクラブについて

　　　次年度ホストクラブ ： 名古屋西ＲＣ

　　　運営委員会担当クラブ ： 名古屋南ＲＣ・名古屋北ＲＣ

                                    名古屋ＲＣ

【追記】

２０２０. ９ .１５　「第 1 回名古屋市内２５ RC 社会奉仕委員長会議」

本大会継続についての問題点提起、２０２０.１１.１７ 「名古屋市内２５

ＲＣ 臨時社会奉仕委員長会議」 にて、 今後の本会の在り方につ

いて、 採決を行う。

(Ａ) 案 ： ガバナンス上の諸問題を鑑み、 ２５ＲＣ枠組みを終息し、

　　　余剰金については桜の回廊プロジェクトに寄付する。

(Ｂ) 案 ： ガバナンス上の問題点を明確にして規約を整備し、２５Ｒ

　　　Ｃの枠組みを継続する。

※ (Ａ) 案 : １２クラブ、 (Ｂ) 案 :１３クラブで、 (Ｂ) 案に決定。

※ 名北ＲＣは理事会決議にて (Ｂ) 案にて意思表明。

「２０２１.６.２３日本植物園協会　第５６回大会　特別事業開催」

１. 日時　２０２１年６月２３日　１０:００～１２ :００　( 受付 ９: ３０～)

２. 場所　名古屋市公館

３. 講演　名古屋東山植物園の歴史 ( 名古屋市内 RC 東山植物園

　　　　　の社会奉仕の歴史 )

　　　　　講談師 ： 旭堂鱗林

　　　　　日本の植物学の基礎を築いた伊藤圭介

　　　　　講師 ： 加藤 ( ヤマザキマザック美術館 )

国際奉仕委員長　祖父江　佳乃

年会委員会報告

今年度社会奉仕委員長を仰せつかっておりました、祖父江でござ

います。 皆様もご承知の通り、 世界的にまん延するコロナウイルス

のおかげで、 今年は国際奉仕としてどこかに足を運ぶであるとか、

何かをするというのが難しい状況でございました。

国際奉仕委員長会議の中で、 それぞれがそれぞれのスキルを磨

くということ。

自分自身を磨いていくということを軸として、今年は考えましょう。 と

いうことをいただきました。

今年、私が感じたことというのを今からお伝えをさせていただきます。

トランプさんがコロナウイルスということを中国ウイルスというふうに経

由をしたことでたくさんの悲しいアジアでの出来事が起きています。

人間としていたしかないことですが、｢不安｣ というものが募ると、間

違いなく ｢不満｣ ということになります。

不満というものが募ると、 今度なにをするか、 弱いところに矛先が

向かっていく、 これが差別という形で起きてきます。

カルフォルニアにあります、私ども真宗大谷派の東別院というところ

があります。 ロサンゼルス別院と呼ばれているところでございます。

この別院が放火に遭いました。

放火にあったと同時にその門とか、 破壊の被害にあいました。

４５年、 ロスの地に立たせていただいてこんなことが起きたことは

一度もありません。 これはヘイトクライムの一つのことであります。

中国ウイルスと経由したことでアジア住民を狙うということ。

一昨年、 アジア人に対する被害が 4 件だったのが、

去年は、 3000 件もロサンゼルスで起きています。

私は、 皆さんもご存じの通り、 坊主という、 僧侶という役目をいた

だいております。 僧侶という役目をいただいて、 何を１番に考える

かというと命を１番に考えます。

そして命というものを１番に考えたなら、 地球で起きているさまざま

な問題は、 起きなかったはずであるということ、 これは私の軸にし

ていることです。

遠藤　友彦君　 北村紀子さん　 平子　明資君　 尾關實津成君　　

尾関　正一君 　 梅村　 　篤君　　 玉置　正樹君　 祖父江佳乃さん

梶川　久雄君　 香田　研二君　 西村　　 努君　 足立陽一郎君

加島　　　光君　 柴山　利彌君　 杉浦　定文君　 宇佐美太郎君

渡邉　泰彬君　 塚本　　　隆君　 伊藤　晋一君　 加藤あつこさん

加藤　昌之君　 吉村知紗さん　 河東　広樹君　 近藤　　　　朗君　

宇都木　寧君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　

一年間有難うございました。

梅村美知容さん　令和４年３月２７日金山中ホールで踊ります。

                      よろしく。

石黒　　勉君　　　 お久しぶりです。今年の春に私の母が百寿を

　　　　　　　　　　　 むかえることが出来ました。皆様に感謝です。

ニ コ ボ ッ ク ス


