
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」第1926回例会
2020年6月25日（木）  晴　第45回

会長挨拶

田中 宏 会場委員長
「日も風も星も」
名古屋南RC会長　斎藤 清治さん
名古屋南RC幹事　西本 一幸さん
米山奨学生　梁辰（リャン チェン）さん
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名古屋南RC会長挨拶

関谷俊征会長

～ロータリー親睦活動月間～

　皆さんこんにちは。 本当に久し振りの例会です。
2月末のIM以降、例会を今日まで休会とさせてい
ただきました。
　ご案内のとおり、世界中に大きな影響を与えた
新型ウィルスですが、まだこの先の見通しも立た
ない状況にあります。「不要不急」というキーワー
ドで、日常の行動を制限することになりました。
　予定を見直した時に、殆どの予定が、中止・延
期になり、手帳がまっ白になりました。
　「俺には不要不急の用事しか無いのか？」と愕然としましたが、現
実は受け入れるしかありません。そして考えさせられたのが、ＲＣは
不要不急かどうかという事です。正確には「ＲＣの活動は」不要不急
か？という事だと思いますが、不要ではない事は皆さん、誇りと自信を
持って言えると思います。不急となるとどうでしょうか？不急とは「特
に急ぐ事のない事」という意ですが、急ぐと言うよりプライオリティ（
優先）の問題であると思います。
　まず自分の健康と安全、そして家族、そして社員・企業を守らなけ
ればならない。そしてその後はＲＣを含め、自分との距離で優先順位
が決まると思います。
　3月5日に理事会を開催させていただき、今後の例会開催に関し
ては「会長幹事に一任」という事でご了解をいただきました。
1ヶ月を区切りに様子を見ながら安全を第一に判断をしました。5月
末とか6月初めから例会を再開しているクラブもあったようですが、
結果として年度内の最終日の例会だけにさせていただきました。
　今日の例会は、次年度のスムーズなスタートを切る為にも、ＣＦだ
けはどうしてもやっておく必要があります。又、40周年記念例会は中
止になりましたが、親クラブの名古屋南ＲＣとチャーターメンバーの
方には、40年の歴史と共に感謝の意を表すべく、感謝状をお渡しし
たいと思います。
　姉妹提携している台北延平ＲＣとの調印も延期のままです。先日、
延平のクラウンさんからお電話をいただき「瑞穂と私たちの友好は
調印が無くても永遠だよ」と大変、心暖まるお話をいただきました。「
書面をサインして送るから、そちらもサインをして送り返して欲しい」
とのご配慮を頂きました。
　今日、すべて完結させたいと思います。
限られた時間ですがよろしくご協力を頂きたいと思います。
　最後の数か月は、例会の無い今までに例を見ない年度となりまし
たが、この有事の中で感染者を一人も出す事なく、何とか一年間を
終える事が出来ました。すべての会員の皆さんに心から感謝を申し
上げたいと思います。
　一年間、本当にありがとうございました。そして幹事としてご尽力い
ただいた鈴木淑久さんには、心から御礼を申し上げたいと思います。

名古屋瑞穂RC創立40周年感謝状贈呈

　ありがとうございました。来月から、また新たな一年が始まります。
すばらしい一年となりますようお祈り申し上げ、最後の会長挨拶と
いたします。

　皆様こんにちは。ご紹介に預かりました
名古屋南RCの会長の斎藤と幹事の西本
でございます。私共は昨日が最終例会で、
もう会長と呼ばれる事はないなと思って
おりましたが、今月いっぱいはまだ会長と
して頑張ります。瑞穂さんとは40年前、私
どもがスポンサーとなり創立されました。
本日はお見えになりませんが、高村さんがチャーターメンバーとして
こちらに移籍をされまして、それから瑞穂さんとは長いお付き合いと
なっております。40年経ちますと、親とか子ではなく、年齢の離れた
兄弟みたいなものです。これからも瑞穂さんと手を携えて、今まで以
上に頑張ってロータリーとして発展していきたいと思います。今年度
は新型コロナウイルスのために、IMも中止になり、40周年記念例会
も中止となり、本当に残念だと思います。ただ40年の中からみれば1
つの通過点に過ぎないと思います。また次に50年、60年もありま
す。そこまでお互い頑張ってやっていきたいと思います。本日はどう
もおめでとうございます。
岩田吉廣さん挨拶

　皆さんこんにちは。今年で40年経ち私も85歳
になりますが、RCへ入って、多業種の色々な方
と話ができて見識を広める事ができるという事
が非常に喜ばしいと思っております。

野﨑洋二さん挨拶
　皆さんこんにちは。皆さんご無事で、お元気でお
顔を拝見することが出来て、大変嬉しく思います。
本日はこの様な高い所で感謝状を頂きありがとう
ございます。実は40周年が中止になった時、大変
残念に思いました。もちろん当クラブの担当だった
IM等の行事の中止も、返す返す思うに残念な事
だと思います。関谷会長始め、錚々たる皆さんが半年でお役目を終
えられたのは勿体ないなと思っておりまして、松井さんも40周年の
実行委員長として早くからはりきっておられたのに中止になった事
は、ご本人も残念でならないとお察ししております。出来たら満40
年ではなく、数えで来年やったらどうかと思います。そして会長以下
の人事も留年で、来年そのまま頑張って頂いたら、と提案しようと思
っておりました。既に理事会で決定している事で、来年はまた来年で
新しく始まるという事でございます。長い40年の思い出を語れば切
りがない事だらけですが、振り返ると本当に楽しい事ばかりで、失敗
したり、残念に思った事は一度もありませんでした。ただ残念に思う
のは良き仲間が40年も経つと旅立ってしまっていることです。実は
先日も仲間たちのことを偲び、寂しく思った次第です。これからまた
50周年に向かって皆さんと共に…といっても多分そこまで私は寿
命があるか自信がありませんが、出来たら50周年を皆さんと迎えた
いなと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。本
日は有難うございました。
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委員会報告

幹事報告 鈴木淑久幹事

次週7/2（木）1927回例会は4階｢桜の間」スクール形式による例
会となります。
次々週7/9（木）は、同じく4階｢桜の間｣スクール形式による例会と
なります。その後、13:40～第1回理事会、CAが4階｢杉の間｣で行
われます。
本日、メールボックスにロータリー手帳をご希望の方のみ配布いた
しましたので、確認お願いします。
RI理事会報告にて、2020年中に関しては、ウイルス流行の為、出席
したくないと感じる参加者に対しても会合や行事への出席が義務
付けられないものとする。と発表されましたので、他クラブのメーキ
ャップ受付が未定のところが多いです。行かれる際は確認の上お願
いします。次年度理事会にて取扱いについて審議予定です。
鶴田浩さんと、馬場將嘉さんが今月いっぱいで退会されます。

　2020～21年度の青少年交換学生の募集案内が来ております。7
月22日が申込締切となっております。お知り合いで応募をしたい方
がおられましたら、詳しくは事務局までお問い合わせの上、奮ってご
参加下さい。

・

・ 

・

・

・

ニコボックス 花井芳太朗ニコボックス委員

会員71名　出席60名  （出席計算人数54名）
出席率　89.5％

出席報告 花井芳太朗出席委員

瑞穂ロータリークラブ最終例会に参加します。

1年間ありがとうございました。
1年間、新型コロナ等大変な事になりましたが、皆様の御協力の
おかげで幹事の職を終える事ができました。ありがとうございま
す。「留年だ‼」という声がたまに聞こえますが、卒業させて下さい。

妻の誕生日にきれいなお花をありがとうございました。

永い間のご無沙汰でした。久し振りの例会出席嬉しく思います。新
型コロナウイルスは未だ未だ心配ですが、皆さんと共に我慢強く
この荒波を乗り越えましょう。

名古屋南RC会長　斎藤　清治さん
関谷　俊征さん

鈴木　淑久さん

佐治　寬行さん

野﨑　洋二さん

・

・
・

・

・

2010年7月1日に入会させて頂きちょうど10年間皆さまにお世
話になり、支えて頂きました。かけがえのない素晴らしい方 と々出
会い、ご一緒出来たこと心より感謝申し上げます。有難うございま
した。早く瑞穂ロータリーに復帰出来るようしばらくの間、家業に
邁進して参ります。6月30日をもって退会させて頂きますが、今後
ともお付き合いよろしくお願いします。
本日は話をさせていただきます。
皆様お久しぶりです。5月には奥さんの誕生日にお花をありがとう
ございました。東海財界7月号に2760地区ガバナーの岡部さんの
インタビューが載っています。
皆様お元気で出席出来て大変幸せです。今後も頑張って行きまし
ょう。
家内の誕生日(3月16日)にお花を頂き有難うございました。コロ
ナのせいで遅れました。
次年度、世話クラブとして支援していきます、米山奨学生リャン・チ
ュン君を紹介します。皆様今後とも宜しくお願いします。

鶴田　　浩さん
岩田　吉廣さん

平野　好道さん

松井　善則さん

森　　恒夫さん

市岡　正蔵さん

・

・
・

・

・

・

皆様お久しぶりです。内藤さんようこそ！
ガバナー補佐年度が終わります。ご協力頂いた皆々様、感謝!!感謝
です。
皆さん、今日は久しぶりの例会ですね。コロナが広がっています。
(パンデミック)世界的流行です。
1年間あっという間でした。お世話かけました。次年度もよろしく。

関谷会長、鈴木幹事、お疲れ様でした。

今期は今日で終了となり、皆様一年ありがとうございました。

お久しぶりです。
例会再開、おめでとうございます。
関谷会長、鈴木幹事、ご苦労様でした。

近藤　茂弘さん

伊藤　　豪さん

岩本　成郎さん

稲葉　　徹さん

湯澤　信雄さん　長坂　邦雄さん

田中　　宏さん
山口　哲司さん
森　　裕之さん

堀　　慎治さん　梅村　昌孝さん　渡邊　将之さん
本多　誠之さん　亀井　直人さん　鈴木　　実さん
湯澤　勇生さん　松田　浩孝さん　鳥山　政明さん
安岡　克明さん　長瀬憲八郎さん　長谷川　隆さん
村瀬　俊高さん　新見　光治さん　萩原　孝則さん
北岡　寿人さん　今川　知也さん　鈴木　健司さん
岡部　光邦さん　佐藤　善乙さん　渡辺喜代彦さん
松波　恒彦さん　内田　久利さん　近藤　雄亮さん
村上　　学さん　杉山　裕一さん　花井芳太朗さん

・
・

・

・

・

・

・
・
・

佐藤善乙さん挨拶
　40年というと本当に長いです。あの頃はメ
ーキャップするのは礼儀で、休んではいけな
いというのがありました。その時一番印象に
残ったのが、中部労災病院の井上先生がされ
た卓話です。先生は固いRCの中でも柔らか
い話をされました。当時、前立腺肥大が流行
っていたようで、先生がおっしゃるには前立
腺肥大は日頃の訓練が大事で、自分でならな
いように努力すれば良いとおっしゃっていました。ならない方法
には何がありますか？と質問があり、筋力が大事だとおっしゃ
り、風呂に入っているときは暇だからトレーニングすればいいじ
ゃないかと言っておりました。私もそれを素直に受け取り、続け
て来ましたら、今日まで前立腺肥大にはならずにおります。若い
人達はならないように、日頃から筋力を付けておけば、前立腺肥
大及び前立腺ガンにはならないのではと思います。嘘か本当か
分かりませんが泌尿器科の先生が言うのだから間違いはないと
思ってやっておりました。以上です。

青少年奉仕委員会



第5回クラブフォーラム
次年度行事予定：山口哲司副幹事

　例年ですと8月あたりに親睦例会やなごやか例会等行ってお
りましたが、新型コロナの関係で予定を9月になごやか例会、親
睦例会は10月を予定しております。続いて9月ですが、福岡西
RCから昨年に続いてお月見例会のお誘いを頂いております。
9月14日ですので、皆様で参加をしたいと思っております。同じく
9月ですが、ガバナー公式訪問が名古屋南RCと合同で行われま
す。ホストは名古屋南RCです。場所は名古屋観光ホテルです。
10月はWFFの予定でしたが、中止の連絡が来ております。
また地区大会も毎年10月開催ですが、延期が決定しております
が、日時場所等未定です。2021年の春には開催したいとのこと
です。また詳しい情報が入り次第お伝えします。10月22日は
IDM、そして11月はボジョレーヌーボー例会を例年通り行う予
定でいます。12月はクリスマス例会、場所は名古屋観光ホテルを
予定しています。上期納会は八勝館で行います。上期は21回の
例会、夜の例会が5回の計画です。下期に入りますと、1月14日
に創立記念例会を予定しています。7日まで熱田神宮が正月対
応となりますので、遅めの日程ですが14日からスタートしていき
たいと思います。2月は4RCの合同例会です。こちらは当クラブ
がホストでございますので、皆様ご参加の程宜しくお願い致しま
す。2月18日は職場例会を予定しています。2月25日はIMを名古
屋大須RCさんのホストで行われる予定でしたが、既に中止が決
定致しました。また違った形で行いたいとの希望はあるようです

クラブ奉仕委員会　大嶽達郎委員長
　上期10月にIDMを行いました。テーマは「新しい会員と既存
会員の親睦」でした。大変和気藹々と出来ました。下期1月には
クラブ奉仕委員会を行いましたが、クラブ奉仕関係の各委員会
の運営進行見直しという形で進めてまいりましたが、新型コロナ
の関係で年度内にまとめる事が出来ませんでした。次期幹事と
クラブ奉仕委員会にてまとめて頂けますようお願い申し上げま
す。1年間ありがとうございました。

出席・ニコボックス委員会　北岡寿人委員長
　出席委員会は、LINEグループを活用して委員同士で助け合う
事が出来ました。ニコボックス委員会は休会中の幹事からの呼
びかけで、多数の方からニコボックスを頂けた事が良かったと思
っております。反省点としてはニコボックスにて名前の読み間違
いがあり、今後は受付の段階でフリガナの記入をお願いするよう
徹底頂きたいと思います。

会員増強委員会　湯澤信雄委員長
　会員増強ですが、皆様の御協力を頂きまして7名の増強とな
り、大変喜んでおります。残念な事に新型コロナの影響などで最
終的に2名の方が退会されますので、本日入会の内藤さんを含
め、純増5名となりました。増強委員会としてはなんとか役目を
果たしたのではないかと思います。来年度、経済的には厳しい時
期ではございますが、1～2名の純増を皆様に御協力を頂き増や
して行きたいと思っております。1年間ありがとうございました。

クラブ広報委員会　鳥山政明委員長
　1年間大変お世話になりました。委員会の活動につきまして
は、委員全員参加で円滑に行えました。活動時の留意点として、
ウィークリーの円滑な発行、持ち出し例会の会場支援を気をつ
けてまいりました。ウィークリーの発行については業者からの原
稿を事務局を中心に確認作業をしました。掲載する画像の構図
や構成に留意して、それ以外にも表現等を吟味して発行出来た
と思っております。持ち出し例会につきましては、上期にIDMの
開催、福岡西RCとの合同例会等、滞りなく対応出来たかと思い
ます。

親睦活動委員会　湯澤勇生委員長
　本来ですと下期納会を実施する予定でしたが、残念ながら中
止となりました。春の家族会も実施出来ず、残念に思っています。
あとは1月の創立記念例会までの4例会は皆様の御協力の下、
無事開催出来ましたので、この場を借りてお礼申し上げます。そ
して親睦活動委員の皆様も企画、実施に御協力を頂きまして感
謝申し上げます。1年間ありがとうございました。

プログラム委員会　星野一郎委員長
　皆様の御協力を頂きまして、なんとか1年終える事ができまし
た。予定していたプログラムでやりきれなかった事につきまして
は、次年度に引き継がせて頂きました。1年間ありがとうございま
した。

　皆様はじめまして。高い所から申し訳ございません。若輩者ではご
ざいますが、これからもよろしくお願いします。私は中日テクノサービ
スという空調会社の代
表をしております。私は
経営者というよりも、
一職人として空調の仕
事をしており、皆様の
ような立派な経営者で
はございません。小さ
な私ですが、奉仕の心
は大きく持っておりま
すので、よろしくお願い
します。

新会員入会式

台北延平RC調印式

紹介者：近藤茂弘さん
　名前は内藤晶文さんです。平成22年に現在の中日テクノサービス
を創業、現在も代表取締役としてご活躍です。

　台北延平RCとの調印式を執り行いました。

新会員：内藤晶文さん

が、当初の予定はなくなりました。3月ですが、台北延平RCへの
訪問を予定しております。3月25日はIACの年間活動報告がご
ざいます。4月は今年度出来なかった家族例会を行いたいと思っ
ております。5月27日はRAC・IACの合同例会です。6月10日に
クラブフォーラムがありまして、24日は下期納会をか茂免にて行
います。下期例会も21回、夜間例会を5回の計画です。
　別件ですが、馬場さんが退会をされた関係で、クラブ奉仕委員
長が馬場さんでしたが、会員増強委員長の鈴木淑久さんにクラ
ブ奉仕委員長を兼務でお願いしております。
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会長挨拶
湯澤信雄さん

国際奉仕委員会　鈴木実委員長
　ほとんどの行事が新型コロナの影響で中止となりました。私自
身、委員長として初の大役を頂きました国際奉仕では、昨年のボ
ジョレー例会で、台北延平RC来訪の際に名古屋G20の開催と
かぶりましたが、無事に任務を果たす事が出来ました。自分と、
退会された中野さんとで記憶に残る活躍をしたと思います。新型
コロナが収束しましたら、台湾に足を運んで頂きたいと思いま
す。1年間ありがとうございました。

R財団委員会　梅村昌孝委員長
　皆様の御協力で、年次寄付の150ドル以上、ポリオ寄附の30ドル
以上を達成出来ました。ありがとうございました。今年も達成出来ま
した。去年も出来ました。来年も達成していただく事になると思いま
す。再来年もよろしくお願いします。あと、できれば地区の補助金を
頂いて何か出来ると良いなと、私は個人的に思っております。次年度
は亀井さんに引き継がせていただきます。よろしくお願いします。あ
りがとうございました。

米山奨学委員会　市岡正蔵委員長
　米山奨学委員会はRCの時期とはズレておりまして、学校に合わ
せる形で始まりは4月、終わりは3月です。本年度はベトナムからグエ
ン・テイ・カリンさんを世話クラブとして支援してまいりました。後半
は新型コロナの影響で、例会に出席出来ず会う事が叶いませんでし
た。ちょうど3月に卓話をして頂く予定でしたが、臨時会報にてご報
告をさせて頂きました。皆様お読み頂けた事と思います。1年間あり
がとうございました。

40周年記念実行委員会　堀慎治副委員長
　40周年の懇親会とセレモニーは中止となりましたが、その中の事
業に関しましては行っております。青少年に関する名古屋女子大吹
奏楽部への寄附、皆様のお手元にある記念品、懇親会のみ開催予
定です。野﨑さんをはじめとするチャーターメンバーの皆様にはご
迷惑をお掛け致しましたが、人生100年、是非とも50周年の記念品
のコレクターになっていただくという事でご容赦願いたいと思いま
す。皆様ありがとうございました。

長期ビジョン・IM実行委員会　松波恒彦委員長
　はじめに長期ビジョン委員会のご報告を致します。先ず一つは国
際ロータリー規定審議会から出された提案でございますが、委員会
そして理事会で審議し、ご案内の通り皆様の承認を頂いて、次年度
より我が名古屋瑞穂RCの定款細則に取り入れることになっており
ます。そして鈴木圓三さんに瑞穂区役所の区長さんをご紹介いただ
き、区長さんのご協力をいただいて、青少年に役立つ事業をしたいと
お話をしましたが、なかなか難しい問題がございまして、頓挫致しま
した。何か配るだけの提案をいただきましたので、現段階では中止
になっている状況です。もうひとつ、社会奉仕委員会と協力をしまし
て長期的な事業をやろうと、鶴田委員長がとても努力をされました
が予算がかかりすぎるのではないかという事でこちらも頓挫した次
第でございます。ただ、次年度の委員長が引き続き提案をする事も
あるかと思いますので、皆様ご検討をよろしくお願い致します。
　次にIM実行委員会についてのご報告です。ご存知の様に、新型コ
ロナウイルスの影響で大変な状況になりました。伊藤豪ガバナー補
佐の意欲で、前日まで頑張りました。そして皆様方からご心配をいた
だき、様々なご意見をいただきました。最後には前日に伊藤豪ガバ
ナー補佐に英断をしていただきまして、中止となりました。それまで
の1年半、大変お心を砕いていただいた伊藤豪さんに拍手をお願い
致します。次年度はまだ分からないという事ですが、山口副委員長、
鶴田副委員長、村上副委員長には、大変わがままを言いまして申し
訳ございませんでした。ご心配をお掛けしました。とにかく私たちま
だ生きておりますので、この事が一番良い事かなと思っております。
1年間ありがとうございました。

社会奉仕・環境保全委員会　鶴田浩委員長
　2年間委員長を務めまして、なんとか事業を立ち上げたいとい
う思いでやってきました。実は退会に関しましては新型コロナの
影響ではなく、半年以上前から打診をしておりました。そんな事
もあり、事業の立ち上げをと尽力してまいりましたが、叶える事
は出来ませんでした。次年度の松田さんにしっかりと引き継ぎを
させて頂きましたので、またいい事業を立ち上げて頂ければなと
いう思いで去って行きます。10年間、本当に皆さまにお世話にな
りまして、高い席からではございますが心からお礼申し上げます。
私も小さい業界ですがインテリア業を営んでおります。日本を代
表するカンパニーとして、ここ2年は東京に拠点を移し営業して
おります。これをしっかりと世界に広められるよう、頑張ってまい
ります。そして落ち着きましたらまた戻らせて頂きたいと思いま
す。その際は温かく迎えて頂ければと思います。本当にありがとう
ございました。

青少年奉仕・RAC・IAC委員会　鈴木健司委員長
　1年間ありがとうございました。青少年奉仕委員会では、名古
屋熱田RACと瑞陵高校IACの支援が主な行事となっておりま
す。両クラブとも新型コロナの影響を非常に受けまして、苦労し
ましたが皆様のおかげをもちまして活動する事が出来ました。た
だ残念だった事は熱田RACがホストとなり、全国研修会を企画
しておりましたが中止となりました。少し寂しい思いをしており
ます。また、新型コロナの影響で瑞陵高校では休校が続いており
ました。先日から学校が再開し、それに伴い新入会員がどうなる
のか心配していましたが、6名の会員が入会し、4月から新年度
が無事始まっているとの事です。皆様の御協力に感謝申し上げ
ます。

会場委員会　田中宏委員長
　例会時にプロジェクターなどの機器に不具合があり、改めて
謝罪申し上げます。なお、接続コードやノートパソコンは新しい
ものを購入いただきましたので、次年度は恐らく不具合がおきる
事はないと思っております。また、皆様には色々と御協力をいた
だき、心から感謝を申し上げましてご報告とさせて頂きます。あり
がとうございました。

職業奉仕委員会　亀井直人委員長
　1月30日に千秋さんにお世話になり、熱田神宮にてこころの
小径を散策致しました。時期的に天候が心配でしたが、暖かい
日で皆様に深い熱田神宮を味わって頂けたかと思っております。

R情報・研修委員会　岩田修司委員長
　3年間ありがとうございました。今年は3年間、上期下期と年2
回にわたって研修し、その後に親睦会を開催しました。今年の下
期は新型コロナで中止という事になりました。3年間で感じた事
は、研修と懇親会を同じ日に行っておりましたが、入会されたそ
の都度、研修だけ先に実施し、親睦会は別の日に実施すると考
えた方が機能的で効率的だと思いました。次年度にもそのよう
に申し送り致しました。次年度委員の方々はよろしくお願いいた
します。
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