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本多誠之会場委員長
「君が代」「奉仕の理想」
名古屋錦RC 小野田誓地区大会副委員長
　　　　　　福井志保地区大会副幹事
米山奨学生　周 軒さん
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　前週21日に、第31回IAC年次大会に初
めて出席してきました。田中幹事、梅村エレ
クト、近藤・山口アクト委員の皆様お疲れ様
でした。大会は19クラブ中、18クラブの活
動に出席された方とリモート参加の両方の
発表があり、感心させられることが多々あり
ました。今回はコロナの関係で参加人数が
制限され、RC全員等含めても100人規模
であとはリモート参加というものでした。通
年は700～800名規模での大会だそうですが、今回はインターアク
トメンバー同志の交流もままならず、大変淋しく感じられました。
 さて、来年度は当クラブスポンサーの瑞陵高校IACがホスト校とな
る大会なのですが、当然当クラブもホストクラブとなります。日程は
令和4年7月18日海の日で場所は白鳥国際会議場となります。当会
議場のキャパシティは1,200名ほどなので、多数参加を呼びかけま
した。今年1年間をかけ、瑞陵高校IACと連携しながら大会運営の
お手伝いをしたいと思っておりますので会員の皆様には多大なるご
協力をお願いして私の挨拶とさせて頂きます。

会長挨拶 堀慎治会長

名古屋錦RC:小野田誓さん　福井志保さん

　こんにちは。本日は、名古屋錦RCより参りました。11月6日（土）と
7日（日）、地区大会のホストを務めさせていただきます。私が、実行
副委員長の小野田と申します。こちらが実行委員で、次年度の会長
の福井でございます。よろしくお願いいたします。
　11月6日（土）と7日（日）地区大会も初めて行わせて頂く会場で
す。先程の会長さんのお話によりますと、貴クラブも来年度IACの大
会を国際会議場でやられるということもございまして、是非是非下
見を兼ねまして皆様沢山の参加のご登録と、ご出席ご参加をよろし
くお願いいたします。
　私どもは小さいクラブで、初めての会場なので、いろいろな企画を
練っておりますが、中々ハードルが高いと言いますか、いろんなこと
を行っておりますが、ロータリーの友情に免じて許していただきたい
と思いますし、当日も至らぬところが多々あると思いますが、精一杯
おもてなしをさせていただきたいと思います。
　すでに登録が始まっておりますので、一人でも多くの方のご参加

地区大会PR訪問

幹事報告
次週8月5日（木）13:40より、第2回理事会を4F「杉の間」にて
行います。
8月5日（木）17:00より、長期ビジョン委員会を「あつた蓬莱軒
松坂屋店」にて行います。関係各位の皆様お願いいたします。
次々週8月12日（木）R規定により休会となります。
前年度ウィークリーの製本を頼まれる方は、8月5日（木）まで
に昨年のウィークリーご持参の上、事務局までお渡しくださ
い。
上期請求書ご入金いただいた方は、領収書と会員証を同封し
ております。
静岡・熱海豪雨被害義捐金BOXを回しますのでご協力お願い
いたします。
台北延平RCから7月15日の夕方に堀会長宛にお礼のご連絡
がありましたので披露させていただきたいと思います。
拝啓
　平素は格別のご高配を賜り暑く御礼申し上げます。
　暑さも厳しく、新型コロナウイルス感染症による社会各分野
においての影響も厳しい現在、皆様方にはお変わりなく元気に
お過ごしでしょうか？
　さて、この度、日本政府は再びデルタ株対策に苦しんでいる
台湾に速やかに助けの手を差し伸ばして、コロナワクチンを6
月4日に124万剤、7月8日に113万剤送っていただき、また今
日100万剤を再寄付すると承諾していただきましたこと、台湾
にとりまして、誠に恵みの雨の如く、本当に助かりました。大変
ありがとうございました。
　いつも損得抜きのサポートを与えてくださった日本政府、日
本国民、姉妹クラブの皆様方は我々の本当の友人です。皆様方
からの温かいご関心、ご支持、深い友情で、胸いっぱいで、我々
は感動かつ、感謝いたしております。
　国際ロータリー21-22年度開始に際し、言葉では言い表せ
ないほどの感銘を持ちまして、貴クラブの益々のご繁栄とご隆
盛、皆様方の益々のご多幸とご活躍、そして日本政府との末長
い交流発展、東京オリンピックの順調成功を心より祈念致しま
す。
　しばらくは暑い日が続きますが、くれぐれもご自愛のほど、引
き続き宜しくお願い申し上げます。
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田中宏幹事

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
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を心よりお待ち申し上げております。どうかよろしくお願いいたしま
す。



第2回クラブフォーラム

　細則の修正をさせていただきたいと思います。委員会名等々使用
していない部分など修正をさせていただきたい部分がございます。
1.瑞穂RCとある部分を本クラブに変更。
2.二重会員を第7節に変更。
3.名誉会員を第8節に変更。
4.公職についている人を第9節に変更。
5.RIの職員を第10節に変更。
6.次の委員会に毎年1名ずつの委員長を任命するものとする。とい
う部分の会場委員会の次にロータリー情報・研修委員会を追記。
7.会員選考委員会と委員会名を現在使用しておりませんので、（e）
の部分につきましては、削除をさせていただきたいと思います。
9.職業分類委員会、10.会員選考委員会、11.職業分類委員会及び
例会選考委員会の3箇所は全て、会員増強委員階及び維持委員会
に統一させていただきたいです。
12.13.14.会員増強委員会及び維持委員会へ変更。
15.削除。
以上が2021-22年度クラブ計画書より改定をしたい部分です。

名古屋瑞穂RC細則修正について：田中宏幹事

　変更したい部分は、委員の3分の2を持って委員会の定足数とす
る。という部分を、委員の3分の2を持って委員会の定足数としたい
という部分の変更です。毎年定足数ギリギリですので、3分の2から
2分の1に移行させていただきたいです。

推薦委員会規則の改定の件：田中宏幹事

お忙しい中お時間をいただきありがとうございます！
地区大会よろしくお願いいたします！！

7月1日は誕生日でした。堀会長、田中幹事、原田副会長ほどほに
頑張って下さい。入江さんから電話があり、4回目の心筋梗塞も
治り、9月から例会に出ます。

夏の珍事で今回のゴルフ部会及び取りきり戦で優勝してしまいま
した。でも嬉しかったです。

本日誕生日です。68歳になりました。ゴールドティーまであと2年
です！！

先日は妻の誕生日に、綺麗な花をありがとうございました。

先日は妻の誕生日にお花をいただきました。
ありがとうございました。

家内の誕生日に綺麗なお花をありがとうございました。

妻の誕生日にお花をいただきました。ありがとうございます。

皆様、暑くなりましたので、熱中症に気をつけて下さい。

本日も暑いです。

昨日1回目のワクチンを接種しました。打った後が少し痛いです。
心配の種が半分無くなった気分です。

本日、ようやく1回目のワクチン接種です。もう少しの我慢です。

先日はゴルフ会の皆様ありがとうございました。

酷暑とコロナ禍ですが皆様お身体にご自愛下さい！！

ダイビング同好会の皆様、石垣島お疲れ様でした。とても楽し
かったです。ありがとうございました。

田中さん、長い間ありがとうございました。
原田さんよろしくお願いいたします。
鳥山さん、引き続きよろしくお願いいたします。

先日はゴルフ部会お疲れ様でした。ご一緒させていただいた皆
様、ありがとうございました。

暑い日が続きますが、体に気をつけましょう（コロナ）私どもの会
社は8月7日から8月15日まで夏休みとしました。やはりほっとし
ます。

ダイビング同好会では皆様に大変お世話になりました。どうもあ
りがとうございました。

先週休みました。堀会長、田中幹事頑張って下さい。

暑中お見舞い申し上げます！先週の例会を欠席しました。遅まき
ながら堀会長、田中新幹事を始め新理事の皆さんのご活躍を祈
ります。頑張って下さい。

27日はゴルフ部会初参加でした。今後みなさんよろしくお願いい
たします。亀井さん、田中宏さん、杉江さんありがとうございまし
た。

暑い日が続きます。皆さん熱中症に気をつけましょう。オリンピッ
クは日の丸が続いています。

出席率　81.3%
会員69名　出席52名  （出席計算人数53名）
出席報告 西川徹也出席委員

ニコボックス 西川徹也ニコボックス委員
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名古屋錦RC

内田久利さん

湯澤勇生さん

湯澤信雄さん

新見光治さん

西川徹也さん

大嶽達郎さん

今川知也さん

内藤晶文さん

堀　慎治さん

本多誠之さん

鈴木　実さん

鈴木淑久さん

長谷川隆さん

北岡寿人さん

森　裕之さん

杉山裕一さん

岩本成郎さん

村瀬俊高さん

亀井直人さん

野﨑洋二さん

松田浩孝さん

泉　憲一さん

　次回、第417回8月度ゴルフ例会は8月23日（月）荘川高原カント
リー倶楽部にて開催されます。

　愛知カンツリー倶楽部にて、第416回ゴルフ例会が開催されまし
た。
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ネット氏名
優勝　湯澤　勇生さん

2位　堀　　慎治さん

3位　鈴木　伸一さん

ゴルフ部会7月度(第416回) 開催日:7月27日(火)
委員会・同好会報告



職業奉仕委員会：安井友康委員長

青少年奉仕・RAC・IAC委員会:近藤茂弘委員長

　方針といたしましては、会長方針を遵守し、職業奉仕の見識を深
める。活動計画といたしましては2点ございます。ロータリーの目的
の一つである職業上の高い倫理基準を保つようロータリー会員及
び会員企業の職業奉仕への活動実態アンケートを実施したいと考
えます。2点目は、例年通り職場例会を実施したいと考えております。
現在の候補企業は、機内食の製造工場の名古屋エアケータリング
株式会社です。ただ、条件が一つありまして、コロナが終息して、国際
便が飛んでいればといただいています。来年までにコロナの終息を
願って第一候補で調整をさせていただいています。

　方針ですが、会長方針や今までの長期ビジョンに従い、適正な
会員数の確保を目指し当クラブ活動を理解し協力して頂ける方へ
入会を勧めていきます。活動計画は、新型コロナウイルスの影響を
鑑みて、大会の防止に努めると共に、入会希望者との交流を深め、
ロータリーの理解向上を図ります。1年間よろしくお願いいたしま
す。

会員増強及び維持委員会：鈴木淑久副委員長

　方針といたしましては、コロナ禍でのウィークリーの有効活用と、
円滑な発行および例会支援強化。活動計画といたしましては、コロ
ナ禍でも広報の強みを活かし、情報共有し、出来る事をみつけ活動
を続ける。会員の皆様の活動の状況をいただけると大変助かりま
す。1年間よろしくお願いいたします。

広報委員会：櫛田篤弘委員長

　方針としましては、安全対策を講じながら瑞穂ロータリアンの親
睦をさらに深めるとさせていただきました。活動計画としましては、
上期が3回、下期が4回ございます。昨年からの持ち越しで、来年の
2月には4RC合同例会もございます。直近では、8月19日（木）に親
睦例会を昼に行わさせていただきます。たくさんのご出席をよろし
くお願いいたします。一生懸命がんばりますので、1年間よろしくお
願いいたします。

親睦活動委員会：花井芳太朗委員長

　今年度の方針ですが、多職種にわたる会員により構成されるRC
の特徴を活かし、視点を変えた卓話を実施することにより、会員各
位の知見の向上を図る。とさせていただきました。活動計画です
が、ロータリー月間に合わせた内容の卓話を実施する・様々な業種

の方々に卓話を依頼する・会員による卓話の機会を増やすことがで
きればと考えております。もし、卓話をやりたい会員の方いらっしゃい
ましたら、是非お声がけいただけますと幸いです。1年間よろしくお願
いいたします。

プログラム委員会：村瀬俊高委員長

　方針といたしまして、会長、幹事、五大奉仕委員長の支援下、新入
会員や入会歴の浅い会員がロータリーの基礎的な知識・考え方等
を理解して親睦を深める機会を提供します。活動計画といたしまし
て、新型コロナウイルス感染防止に勤めながら、研修会、懇親会を実
施させて頂く予定です。コロナ禍の中で、どこまで研修が進められる
か分かりませんが、私も未だ入会して6年と若輩者でございます。私
も共に勉強させてもらいながら、研修させていただきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

R情報・研修委員会：村上学副委員長

　方針といたしまして、会員・ビジターの方々に快適に過ごしてい
ただけることを第一に、コロナ対策をしっかりとした会場運営を
行っていきたいと思います。活動計画といたしましては、2022年2
月3日（木）4RC合同例会開催予定です。ホストクラブとして段取り
をする、コロナの最新状況を常に注視し、対策を都度しっかり取り
入れてい来ます。また、マニュアル・チェックリストを活用し、ミスの
ないスムーズな例会進行を行って行く事と、例会時の食事につい
て、コロナに十分注意しながらも、ホテルと相談してメニューに配
慮してして皆様に楽しんでいただけるような会場作りをしていきた
いと思います。1年間よろしくお願いいたします。

会場委員会：本多誠之委員長

社会奉仕・環境保全委員会：松田浩孝委員長
　方針といたしましては、コロナ禍の状況が続きますが、人に特に
子供にフォーカスした社会奉仕活動を立案、計画、実践してい来ま
す。活動計画ですが、前年度から青少年奉仕委員会の近藤委員長と
一緒に進めておりました、瑞陵高校IACへのOA関連機器協賛につ
いて地区の資金がおりましたので、8月に協賛していきます。記念祭
での広報活動をして頂きます。前年度までニコボックスから資金を
いただいていましたが、第4回目の熱田こども将棋大会への協賛活
動を行い、大会へも出席します。クラブ独自の活動内容の立案、計
画、実施を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いい
たします。

　方針としましては、名古屋熱田RACへの事業支援、愛知県立瑞
陵高等学校IACへの事業支援、青少年奉仕の係る事業支援です。
活動計画としましては、愛知県熱田RAC及び愛知県立瑞陵高等学

クラブ奉仕委員会：大嶽達郎委員長
委員会報告

　方針ですが、1点目、コロナ禍において、通常のクラブ運営が行い
にくい中、少しでも会員相互の親睦が図れるよう、クラブ奉仕関係の
各委員会で協力し、状況に合わせた対応を行う。2点目、クラブ奉仕
関係の各委員会の次年度への引き継ぎが、スムーズに行わせる方法
を協議する。続きまして、活動計画です。1点目、クラブ奉仕協議会を
開催する。こちらは第1回を先々週行いました。2点目、IDMの開催方
法、内容を検討する。3点目、クラブ奉仕関係の各委員会のマニュア
ルの改良、作成を行う。以上です。1年間よろしくお願いいたします。

　方針といたしまして、コロナ禍で開催される例会での集積率向上
を目指し、会員の出席を促します。活動計画といたしましては、1点
目、毎例会時での出席状況と報告を行う。2点目、各会員の出席状の
把握。3点目、定期的な各会員の出席状況集計と報告。4点目、コロ
ナ禍におけるメークアップルールの連絡を行います。
　引き続きまして、ニコボックス委員会です。方針は、ニコボックスの
意義の理解・協力を促進する。活動計画といたしましては、1点目、毎
例会時のニコボックス実施及び報告。2点目、会員夫人の誕生日に
記念品をお贈りする。3点目、当番委員スケジュール表を配布し、他
委員会との連携協力、スムーズな運営に努めていきます。1年間よろ
しくお願いいたします。

出席・ニコボックス委員会：新見光治委員長



世界のロータリープロジェクト

国際ロータリーニュース

米山奨学委員会:市岡正蔵委員長

例会のご案内

■次々週行事

■次週
定款により休会
8月12日（木）    

8月5日（木）    ■今週の卓話

8月19日（木）    親睦例会

テ ー マ
卓 話 者

企業トラブルにおける探偵の使い方
株式会社TITAN代表取締役
後藤啓佑さん

： 
：

時間
場所

12：00～13：30
ヒルトン名古屋4階「竹の間」

： 
：

　方針ですが、ロータリー財団の趣旨を尊重し、クラブメンバーにそ
の活動を理解して頂く。又、ロータリー財団の地区補助金制度をク
ラブにフィードバックするように努めます。活動計画ですが、ポール
ハリスフェロー、マルチプルポールハリスフェローの増員に努力す
る、ベネファクター（恒久基金）の増加に努める、ロータリーカード
（クラブカード）を進んで活用します。1年間ご協力の程よろしくお願
いいたします。

　この事業の目的は、勉学又は研究のために来日した、我が国の教
育機関に在籍する外国人を支援する事業でございます。本年度は、
中国からの留学生で周軒君です。方針としましては、米山事業に対
して、会員の皆さんとの一層の理解と協力が得られるようにします。
活動計画としましては、月一回以上の例会への出席と、年2回の卓
話を通じて会員の皆さんとの心のこもった交流を図ります。直近で
は、10月の米山月間に周軒君の卓話を予定しております。今年1年
よろしくお願いいたします。

長期ビジョン委員会：松波恒彦委員長
　名前の通り長期ビジョンを図る委員会でございます。今年度、次
週に委員会がございまして、新しいことが決まる予定でございます。
1つは、堀会長が日頃から言われている会員の区分を増やすという
ことです。長期に渡り瑞穂RCに在籍する方、年齢が高くなった方々
の会員の区分を1つ作ろうじゃないかという堀会長のお考えです。も
う一つは、決まった際にご報告させていただきます。やっと5、6年私
が行った計画が実るような気がしております。後1年間勤めさせて
いただきますので、よろしくお願いいたします。

米国
　「Feed 10 Million（1000万人に食料を）」推進計画の初年度とな
る2019-20年、第33ゾーンと第34ゾーンに所属する数百のロータ
リークラブが、支援を必要とする地域住民に数百万食分の食料を提
供しました。2年目には、ジョージア州北部の第6910地区が食料を大
量に提供し、4月後半の時点で、同地区は200万食以上を配布してい
ます。地区はまた、米国農務省のFarmers to Families Food Boxプ
ログラムと連携してプロジェクトを実施しました。これは、新型コロナ
ウイルス感染蔓延のため収穫されなかった農産物のロスの問題に対
処するために立ち上げられたプログラムです。「政府が食料を買いあげ
ます。ロータリーの組織とボランティア、地元の人脈を使って、必要とし
ている人びとに食料が届くようにするのが私たちの仕事です」とダ
ルース・ロータリークラブ（ジョージア州）元会長のランディ・レドナー
さんは言います。
ニカラグア
　チナンデガでは、廃棄物集積場で売れるものを探すために、貧しい
子どもたちがゴミを漁ります。レイク・ヒューストン・エリア・ロータリー
クラブからキングウッド・ロータリークラブ（テキサス州）に移籍したフ
ランク・ウエソさんは、子どもたちを支援している地元非営利団体
「Fundación Chinandega 2001」の活動を元のクラブに紹介しま
した。クラブ会員らの協力の下、木工技術や金属加工、溶接、デジタル
撮影、縫製などの実技を教える職業専門学校が設立されました。テキ
サス州ほかに広がるロータリー会員のネットワークは、このほかにも
病院、妊婦のための保護施設、全盲児童が一般校に進むのを支援す
るグループホームの設立も後押ししました。
リトアニア
　パンデミック対応で奔走する医療従事者を励ますために、 ヴィリ
ニュス・サン・クリストフォロ・ロータリークラブの会員が、ヴィリニュス
市立病院の職員に「感謝の気持ちを伝え、できればもっと笑顔にして
あげられるように」と菓子パンなどを届けました。3月下旬まで10週に
わたり、同クラブは毎週金曜日に600個のパン（825米ドル）を地元の
パン屋に注文しました。「訪問することはできませんが、感謝の気持ち
を伝えることはできます」とクラブ会員のギエドリュス・サルニウスさ
ん。ただ、この「Smiles for Doctors（医師たちに笑顔を）」プロジェク
トの記録を写真で残すのは難しかった、と言います。「写真を撮ろうと
しても、パンはもう無くなってしまってますから」

IAC年次大会実行委員会：堀慎治委員長
　来年度IAC年次総会を瑞陵高校が行いますので、その支援で
やっていきたいと思います。梅村会長が次年度なので、会長が恥じ
ないようにやっていきたいと思いますにで、皆さんのご協力をお願い
いたします。

R財団委員会：千秋季賴委員長

校IAC例会への出席、名古屋熱田RAC提唱4RC意見交換会への
参加、愛知県立瑞陵高等学校IAC年間活動報告（3月例会）、IAC
年次大会準備（2022年7月）です。先ほど松田委員長からもお話が
ありましたが、この度、瑞陵高校にOA関連機器をお盆明けに納め
ることができまして、皆さんありがとうございました。1年よろしくお
願いいたします。

　クラブの方針としましては、コロナ禍での事業開催可否に注視し
て臨機応変に活動したいと思っています。活動計画ですが、4点ござ
います。2021年10月WFF(ワールドふれあいフェスタ)への参加、
11月名古屋瑞穂RCボジョレー例会への台北延平RC招致、2022
年3月台北延平RC創立記念例会への参加、2022年6月RI国際大
会（ヒューストン）への参加となっております。他国との往来が必要
になる事業ばかりですので、コロナの状況を色々緩和しながら、是
是非国際大会に行きたいと思っております。本年もどうぞよろしくお
願いいたします。

国際奉仕委員会:鳥山政明委員長
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