
ロータリークラブ

■本日の例会 （第１９１１回）　 １／１２　（水）

■次回の例会 （第１９１２回）　　 　１／１９　（水） 

司　　　　 会　 宇都木　　寧君

斉　　　 唱 　　ＲＳ／日も風も星も

■第１９１０回例会記録　 １２／２２ （水）　晴　

賀詞交換会を開催します。

クラブテーマ　　躍動　～奉仕に学ぶ～

会員数   　３３名　 前々回訂正　 　 １９０８例会

欠席会員数 　 　４名　 欠席会員      　　 　７名中

出席会員数       ２９名　MAKE UP             ２名

出席率 　　　　　８７.８８％　  出席率訂正    　　 ８２.７６％

 例会日 : 毎週水曜日　１２ ： ３０～１３ ： ３０　創　立 ： 昭和５６年３月４日　

 例会場 : 名古屋東急ホテル　中区栄４丁目６番８号　TEL （０５２） ２５２-８６５８

 事務局 : 名古屋市中区栄４丁目６-３岡崎ビル北館２A　TEL　（０５２）２５３-９０７５　FAX（０５２）２５３-９０７６

 会　 長 : 香田　研二　　　幹 　事 : 加島　　光　　　会報委員長 : 塚本　　隆　　　題 字 : 遠藤　友彦

令和４年元旦

新年のご挨拶
会長　香田　研二

謹 賀 新 年

２０２１～２０２２年度　No.２０

例 会 報 告

WeeklyReport

【職業奉仕月間卓話】

スピーカー　株式会社半田キャスティング

　　　　　　　　取締役社長　加藤　昌彦 様

出 席 報 告

　令和４年謹んで新春のお慶びを申

し上げます。

皆様も穏やかにお正月をお過ごしにな

られたとご推察致します。

今年度のロータリー活動も半分が経過

しました。

　一昨年来、 中国武漢から発生したと言われる新型コロナウイル

スの影響で様々な行事が制約されましたが、その様な困難の中で

も皆様のご協力で無事乗り越えることができました。

　また、 昨年最終例会には４０周年記念誌が刊行され皆様のお手

元に配布させていただく事ができました。

刊行にあたり慶祝の漢詩をご寄稿いただいた遠藤直前会長を始め

記念誌委員会の皆様、 歴代会長の皆様には多大なるご尽力をい

ただき改めてお礼申し上げます。

　さて、東京オリンピック・パラリンピック後の上半期後半にはコロナ

感染状況も落ち着きこのまま終息するのでは？？との淡い期待も抱

きましたが年末年始で見事に覆され、従来型に加え新型変異株オ

ミクロンも猛威を振るい始めました。

沖縄 ・ 山口 ・ 広島県には万延防止等重点措置が適用され （１月

９日現在） 全国的に拡大が大変懸念されています。

皆様ご承知の通り今年度、 名古屋名北ロータリークラブは梶川ガ

バナー補佐を輩出させて頂いています。

私達名北 RC にとり下半期最大の行事は、 私達がホストクラブとし

て執り行われる、 RI２７６０地区２０２１-２０２２年度東名古屋分区 I.M

です。

昨年以来、 伊藤 I.M 実行委員長を中心に準備を進め来ましたが、

前述通り感染状況が急拡大し、全く予断を許さない状況になってし

まいましたが、 I.M を無事成功させるべく、 今後も国 ・ 愛知県の

指針に沿い感染予防対策を万全に取り組んで参りますので皆様の

ご協力をお願い致します。

　今年度私達名北ＲＣは名古屋経済大学市邨高校インターアクト

クラブを名古屋東ロータリクラブと共同提唱しました。

今後市邨高校の学生さんを招き東ＲＣさんとの合同例会や市邨高

校インターアクトクラブが企画運営するボランティア活動への参加

などの交流も始まります。

　また、従来からの名古屋北区・楠図書館図書贈呈に絡み祖父江

社会奉仕委員長が寄贈絵本の幼児向け読み聞かせ会も行います。

コロナ・コロナ禍とのご時世ながら私達名北ＲＣは確実に新たな奉

仕活動に取り組んでいます。

その様な活動を塚本公共イメージ向上委員長が各マスコミに情宣

し名古屋名北ロータリークラブを幅広い人達に認知してもらう事によ

る更なる躍進を試みて活動しています。

今年度クラブテーマとさせていただいた 「躍動」 ～奉仕に学ぶ～

の実践のため皆様の活動 ・ ご尽力に感謝を申し上げるとともに、更

なる向上を目指し今後もご協力いただきますよう宜しくお願い申し上

げ新春のご挨拶とさせていただきます。



会長　香田　研二

会 長 挨 拶 活 動 報 告

宇佐美　太郎 君

１． 新年あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願い致

　　します。

２． １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１１５円

　　（１２月 ： １１４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。

３． 来る３月９日 （水） 開催予定のＩＭでございますが、国内でも新

　　型コロナウイルスのオミクロン変異株の感染者が増加きており、

　　ＩＭ実行委員会の決断により中止させて頂くことに決定しました。

幹 事 報 告

　本日は早いもので今年最終例会となります。

会長ゲストとして株式会社スズソウ鈴木礼治社長をお迎えしてます。

手前味噌になりますが、 東急ホテルの食事は中々の好評判です、

鈴木さん是非私たちのクラブ例会をご見学いただき楽しんでいって

ください。 また後程 「地区研修実行委員会　杉浦副委員長」 に地

区委員会報告を頂きます。 杉浦先生宜しくお願いします。

　さて、 今年を振り返りますと東京オリンピック ・ パラリンピックも無

化客ではありましたが無事成功裡に開催でき、 その後我が国は新

型コロナ感染状況も世界に類を見ない低い数値が続きこのまま終

息するのでは？？と淡い期待を持つような状況でした。

しかし、ここに来て変異株オミクロンが出没し世界を席巻しています。

今後日本にも甚大なる感染拡大が予想されるなどコロナ禍は依然

予断を許さない状況が継続しています。

昨年度も誠に残念ながらコロナ禍で名古屋名北ロータリクラブ４０周

年記念行事も中止となりささやかな内輪での祝いとなりました。

しかしながら本日、 ４０周年記念誌が刊行され皆さんのお手元に配

布できました。

表紙 ・ 慶祝の漢詩を寄稿された遠藤直前会長にご解説を頂いた

通り誠におめでたい事です。

４０周年実行委員長渡邉さん、同記念誌委員長祖父江さんを始め

皆さんには本当にありがとうございました。

私たち名古屋名北ロータリークラブが次の５０周年に向け更なる飛

躍を祈念して本日の会長挨拶とさせて頂きます。

　アメリカでロータリークラブに参加してきましたので、 その時の経

験を簡単に共有させていただきます。

私の家族がいるサンタバーバラには、 ８つのロータリークラブがあり

ますが、私がお世話になっているのが、Rotary Club of Montecito 

です。

モンテシートはアメリカでも有数の高級住宅街で、 ヘンリー王子夫

妻やアリアナグランデなど多くの有名人が住んでいます。

例会は、 隔週火曜日ランチ形式で行われ、 ３０から４０人ぐらいで

集まります。

それ以外に、月２回ぐらいのペースでボランティア活動があり、周辺

のゴミ掃除や今回参加したフードバンクなどがあります。

　１１月１６日の定例で、１５団体の地元の福祉団体」 に１０００ドルず

つ寄付をして、 各団体の代表が活動の報告をしてもらいました。

Organization Name Rotarian Sponsor

C.A.R.E.4Paws　Thomas Fisher

Foodbank of Santa Barbara County　Susan Hersberger

Friendship Adult Day Care Services, Inc.　Tony Morris

Girls Rock SB　Kerri Murray

Habitat for Humanity of Southern Santa Barbara County　Gary

Hopkins 

Hospice of Santa Barbara　Eryn Shugart

MOXI, The Wolf Museum of Exploration  +  Innovation　John 

Lucchetti

Rona Barrett Foundation　Tony Morris

Santa Barbara Choral Society　Todd Aldrich

Santa Barbara Education Foundation　Eryn Shugart

Santa Barbara Firefighters Alliance　Cathy Cash

Teacher’ s Fund　Jennifer Goddard

Teddy Bear Cancer Foundation　Tom Fisher

The Project for Resilient Communities　Bruce McRoy

Unity Shoppe, Inc.　Elizabeth Westwick

　各団体の報告で印象に残ったのが、 低所得者の小学校の児童

に暖かい上着を寄付したお話です。

お金のない子供たちが多いので、 寒い時でもＴシャツだけの恰好



【４０周年記念誌刊行‼皆様良いお年を】

香田　研二君　  伊藤　晋一君　  西村　　努君   宇佐美　太郎君

梅村　　篤君　  杉浦　定文君　  玉置　正樹君　 祖父江佳乃さん

渡邉　泰彬君 　 岩田　滿治君 　 林　　　　功君　　足立　陽一郎君　　

河東　広樹君 　 宇都木　寧君　  吉村知紗さん　　尾關　實津成君　　

加島　　　光君　  遠藤　友彦君 　 平子　明資君　  北村  紀子さん 

塚本　　隆君　  梶川　久雄君　　 柴山　利彌君　　入江由紀子さん　　

近藤　　朗君　　中島　宗幸君　　 中野愛弓さん　　 　　　 

なので、 温かいジャケットを寄付したそうです。

寄付のジャケットをもらった一人の子供は、そのジャケットが着れるの

が本当に嬉しくて、 夜寝るときもそのジャケットを着ていたそうです。

このようにいろいろな団体の活動内容を知ることができ、 また自分

自身も、フードバンクという低所得の家族に食べ物を配る経験がで

きて、 日本でも同じようなことができないかと大変良い刺激を受け

ました。

フードバンクでは、 感謝祭前に７０の家族に食品詰め合わせセット

の袋詰めを手伝いました。

今後も、日本、 アメリカでいろいろなボランティア活動に参加でき

ればと思いました。

　　国際ロータリー第２７６０地区　

　　　　　　研修実行委員会　副委員長　杉浦　定文 君

尾関　正一君　昨日伊良湖サンセットすばらしかったです。 　

　地区の研修実行委員会に、 出向しまして今年で３年目を迎えま

した。

研修実行委員会とは、研修リーダーの下で実際にロータリアンの研

修にあたる委員会です。

上半期の主な仕事としては会長エレクト研修があります。

これは上半期に３回行われ、 次年度各クラブの会長になる人たち

がロータリーの考え方、 補助金、 財団、会の増強など実際の会務

の運営に関わる知識などを勉強して頂きます。

　また、 ２７６０地区の８４クラブの会長エレクト、 そしてガバナーエレ

クトが一堂に集まることにより、 同期の親睦を深めて頂き、他クラブ

の動向を知ることによって自分のクラブの立ち位置を再確認するこ

とができます。

今年度上半期では残念ながら ８/２２開催予定であった会長エレク

ト研修 Part.Ⅰがコロナの影響で順延となり、 １０/３に Part.Ⅰ、そし

て１１/２１に Part.Ⅱ、Ⅲを行いました。

Part.Ⅲについてはプログラムの都合上、委員会でビデオ撮影してそ

のことについて１時間ディスカッションして頂くとことにいたしました。

このプログラムは RLI（ロータリーリーダーシップインスティテュート）

に沿って行われており、 Part.Ⅰではロータリアンとしての自分の確

立、 Part.Ⅱでは会長がクラブでリーダーシップを取るための必要

な知識など、 Part.Ⅲではより強いクラブを作るための必要事項を

勉強します。

地区委員報告

　このようにレールは決まっているのですが、 より良い研修会を開く

ため、 私たち委員、ディスカッションリーダーは毎月１回、会合を行

い、 会合後、実際のエレクト研修に見立てた模擬練習を行ってい

ます。

私たちが行うのは一部の専門的な事柄以外は会長エレクト同士が

つつがなくディスカッションを行えるようにする言わば案内役です。

会長エレクトが、 このディスカッションを通じてお互いに切磋琢磨

し、 同期の会長として友情を深めてもらうようにすることも大事な役

目です。

なかなか会長エレクトを経験しないと見えてこない委員会ですが縁

の下の力持ちで頑張っています。

ニコボックス


