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滋代様、又同席させていただく名古屋名北ロータリークラブ会長香

例会報告

田 研二様、 並びに各クラブ幹事様、 宜しくお願い申し上げます。

本日の例会 （第１９００回） １０／６ （水）
【米山月間卓話】

下 にも拘わらず、 万難を排してご訪問いただき、 直接ご指導賜

スピーカー

米山記念奨学委員会 委員 木村 憲彦 様

題

「米山記念奨学事業について」

名

紹 介 会員

沓名 俊裕ガバナー様におかれましては、 コロナ禍緊急事態宣言

米山記念奨学委員会 委員長 近藤 朗君

ります事に、 心より御礼申し上げます。
さて、 当クラブは、 沓名ガバナー様のスローガン ” チェンジロー
タリー新時代への成長に！” の下、 私の就任挨拶にも述べてさせ

次回の例会 （第１９０１回） １０／１３ （水）

て 頂きました様、 “時代の変化と要求に対応できるロータリークラ

【社会奉仕月間卓話】

ブになろう” と言うスローガンの下、 先ずは “楽しい例会” と言う

スピーカー

テーマでホームクラブの会員同志の親睦を深める事に努めておりま

社会奉仕委員会 委員 祖父江 佳乃さん

第１８９９回例会記録

９／２１ （火） 晴

ガバナー公式訪問が開催されました。
司
斉

す。 と申しますのは、 当クラブ会員５８名中、 入会３年未満の会員
が約３分の１を占めており、 新人会員にロータリークラブのポリシー
を学習してもらいつつ、 更なる会員同志の親睦を深める事が当ク

会 名古屋錦ＲＣ 幹事 鈴木 右君
唱 国歌／君が代 ＲＳ／奉仕の理想

ラブの発展に繋がるもと強く信じております所以です。
コロナの早期終息を期待しつつ、 With Corona の時代を、 ロータ
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リアンとして何らかの社会貢献が出来ましたらと考えております。
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今後とも宜しくお願い申し上げます。

１名中
０名
９６.６７％

名古屋錦ロータリークラブ
会長 𠮷田 滋代

３ＲＣ 会長挨拶
名古屋守山ロータリークラブ
会長 中田 典子

NAGOYA-ＮＩＳＨＩＫＩ
今年度名古屋錦ロータリークラブの会長を勤めさせていただきます
𠮷田滋代です。 どうか宜しくお願いいたします。
本日は、 沓名ガバナー様、 地区幹事の細井様、 地区事務長の

NAGOYA-MORIYAMA

本間様、 コロナで大変な中をご臨席賜り、 厚くお礼申し上げます。
また先ほどご挨拶頂きました、 守山ロータリークラブ様、 名北ロー

皆様こんにちは。

タリークラブ様には日頃、 近しく大変お世話になり、 本当に有難う

本日のガバナーをお迎えしての合同例会は、残念ながら緊急事態

ございます。 そしてリモートでご参加の皆様、 今回はこの様な形に

宣言下で ZOOM にて行う事になってしまいました。

なりましたが、 それでも、 沓名ガバナーをお迎え出来たこと嬉しく

本例会をご準備いただいた名古屋錦ロータリークラブの会長吉田

思います。 皆様のご協力のお陰と感謝申し上げます。

私共錦ロータリークラブの今年度のクラブテーマは 『不安に立つ』

査で首位～とありました。

とさせて頂きました。 これは不安に打ち勝つとか、 そういった意味

米国における電気自動車関連の特許数をスコア化した数値です

では無く 「不安をしっかりと受け止めて、 前に進もう」 という思いを

が １ 位はトヨタ自動車 （８３６３） ２位フォード ・ モター （６５６４） ３位

込めております。

ホンダ （３８４９） ・ ・ ・ ８位テスラ （１７４１） です。

沓名ガバナーの 「コロナゼロ ・ カーボンゼロ支援」 の方針をお聞

正直私は、 何かと EV の分野では欧州や米国テスラが先行しどう

きした時、 ゼロは無くなっていくという意味と、 それ以上に、 ゼロか

も日本勢は分が悪いとの印象を持ち我が国の基幹産業でもある日

ら新しく生まれ変わっていくという、 強い力を感じました。

本の自動車産業に暗然たる不安を持っていました。

今ある不安や現実をしっかりと受け止め、 未来のある子供たちへ、

しかし販売力に課題を残すものの、 充放電など電池の制御技術 ・

そして長い時間軸の遠い未来、 地球や人類を救うことに繋がって

特に１９９７年に商品化された世界初の量産型 HVプリウス以来の技

いく、 今出来ること、 しなくてはいけないことを、 模索し選び取る

術の蓄積が評価され我々２７６０地区 ・ 地元愛知県のトヨタ自動車

力のあるクラブになっていきたいと思います。

が首位となっていて、 カーボンゼロ支援への大きな弾みににもなり

今年度は地区大会のホストクラブも務めさせていただきます。

「流石トヨタ」 と明るい希望を持ちました。

ご存知のように当クラブは経験も浅く、 小規模なクラブですが、 今、

（因みに私も営業車としてプリウスを７年間 乗ってますが故障もなく

中山実行委員長はじめ会員一丸となって一生懸命頑張っておりま

購入時と同じ低燃費で大変重宝してます ・ ・ ）

すので、 どうか皆様の更なるご支援をいただけます様お願いして、

コロナコロナと何かと暗い世相でありますが、 先にも申し上げた通り

挨拶とさせて頂きます。 どうか宜しくお願いいたします。

コロナ禍でなければ沓名ガバナーのご訪問も例年とおりの合同例会
となりオンライン例会など考えも及ばなかったと思います。

名古屋名北ロータリークラブ
会長 香田 研二

厳しい時代だからこそ新たな試みも生まれまさに大きな CHANGE
のチャンスと前向きに捉えて行ければと思います。
沓名ガバナー本日は宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。

沓名 俊裕ガバナー公式訪問

NAGOYA-ＭＥＩＨＯＫＵ
本日は、 国際ロータリー第２７６０地区 沓名ガバナーをお迎えし名
古屋守山 ・ 錦 ・ 名北 RC の合同例会です。
今年度は１１月６ ・ ７日の地区大会ホストに私たち名北 RC の親子ク
ラブである名古屋錦ＲＣさんがお勤めになり多大なるご尽力に感謝
申し上げ成功を心より祈念いたします。
また、私どもも梶川ガバナー補佐を輩出させていただき３月９日（水）
に東名古屋分区 IM のホストを務めさせて頂きます。
その節には名古屋守山 ・ 錦ＲＣの皆様にはには全員登録を頂けま
すよう何卒宜しくお願い申し上げます。
コロナ禍緊急事態宣言の最中でもあり、 私達名北 RC も遅ればせ
ながら本日初のオンライン例会となります。
当然の事ながら ・ ・ （と言うより恥ずかしながら） 私達名北ＲＣ４１年
間の歴史上初の試みでもあり、 沓名ガバナーのご訪問を良き機会
とし地区テーマ 「コロナゼロ」 を目指す時代に即した CHANGE の
第一歩を踏み出しました。

ガバナー 沓名 俊裕様

さて、 CHANGE８ガバナー月信に記載の通り地区方針 「チェンジ

地区幹事 細井 英治様

ロータリー新時代の成長に」 カーボンゼロ支援がテーマとなってい

名古屋守山ＲＣ 中田 典子 会長 加藤恭太郎

幹事

ます。 このコロナ禍の暗いニュースばかりの中 ９月２日の日本経済

名古屋 錦 ＲＣ 𠮷田 滋代 会長

幹事

新聞１面トップに 「トヨタ、 EV 特許に競争力」 ～技術の重要度調

名古屋名北ＲＣ 香田 研二 会長 玉置 正樹 副幹事

地区事務長 本間 育子様
鈴木

右

ガバナー卓話
国際ロータリー第２７６０地区
ガバナー 沓名 俊裕

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

Rotary International
District 2760 Governor
７月に就任しました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。
２０２１年２月１日から１１日まで国際協議会が開催され、 全世界のガ
バナーエレクトがオンラインで集合し研修を受けました。
本来ならオーランドの予定でしたが新型コロナウイルス感染拡大の
影響によりオンラインになりました。
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ーマハナガルロータリークラブ所
属です。
ＲＩテーマは 「SERVE TO CHANGE 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 WFF を開催いたしますが、１０月９日１０日を延期し、
４月頃に開催する予定にしています。
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。

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。
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。

