
～母子の健康月間～
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」

2022年4月7日（木）  晴  第32回　ガバナー公式訪問

司 会
斉 唱
ゲ   ス   ト

本多誠之 会場委員長
「君が代」「奉仕の理想」
：
：
：

会長挨拶

第2001回例会

堀慎治会長

4/10(日)は春の家族会です。場所は志摩観光ホテル「ザ・クラシック」で
す。電車内集合ですので、ご参加者は遅れないようにご乗車ください。
9：25発賢島行きで賢島下車です。
次週、4/14（木）は名古屋東急ホテル3Ｆ「ルネッサンス」にて通常例会が
行われます。
今年度委員会事業報告を各委員長に提出をお願いしております。提出期
限は4月7日（木）本日です。　よろしくお願いします。
次年度会員名簿修正の件、4月7日（木）本日が締め切りとなります。よろ
しくお願いします。
4/17(日)地区研修・協議会が名古屋国際会議場で、11：30より受付と
なります。また集合場所のご案内を致しますが、関係各位はご参加お願
いします。
4/23(土)開催されますWFFのチケットを本日お渡ししています。
まだお手元にない方は事務局までお知らせください。
次々週、4/21㈭13：40～ヒルトン4Fにて新旧理事会・クラブアッセンブ
リー・第10回理事会があります。関係各位は宜しくお願い致します。また、
11：30～友好クラブ台北延平RCとのZOOM懇談会を行います。関係各
位は11：15頃には会場へお越しください。

・

・

・

・

・

・

・

幹事報告 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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　皆さんこんにちは。そして名古屋南ロータリー
クラブの皆さんご無沙汰しております。本日はガバ
ナー訪問例会です。本来ならば昨年の9月16日に
開催される予定でしたが、コロナ禍の影響で延期
となり、日程調整の結果、本日の開催となりました。
我がクラブでは前回が2000回例会、今回が2001
回目の例会で沓名ガバナーにきていただき、皆さん
の記憶に残る例会になると思っております。
　また名古屋南ロータリークラブの皆さんとは、例年名古屋名南ロータ
リークラブと名古屋東南ロータリークラブと我々の4ロータリークラブ合
同例会が開催されますが、これもコロナ禍の影響で2年続けて延期となっ
しまい、次年度こそは開催できることを切に願っています。次年度も瑞穂
ロータリークラブがホストを努めさせていただきますが、次年度の会長は
私より優秀ですので皆さん期待してください。そんな事情で、実に名古屋
南ロータリークラブの皆さんと2年2ヶ月ぶりの再会となります。今日の例
会は沓名ガバナーの卓話でガバナーの方針も聞いていただき、また名古
屋南ロータリークラブの皆さんとも時間の許す限り親交を温めていきた
いと思います。本日は宜しくお願いします。

出席率　76.3％
会員69名　出席45名  （出席計算人数53名）

出席報告 今川知也出席委員

合同会長・幹事懇談会

・

・

・

・

・

・
・

鈴木　淑久さん
野﨑　洋二さん

岡部　光邦さん

長野　義明さん

近藤　雄亮さん
2月18日は妻の誕生日でした。きれいなお花有難うございまし
た。ガバナーをお迎えして。
今朝は早朝の野球練習に部員の参加の皆さんお疲れ様で
した。甲子園目指して頑張りましょう。
今日は早朝から野球の練習お疲れ様でした。
早朝野球楽しかったです。
本日、瑞穂RC野球部練習に初参加しました。甲子園での
勝利目指して頑張ります。
久しぶりに野球の練習しましたぁ。疲れた～!！
本日は、沓名俊裕ガバナーをお迎えして、名古屋南ロータ
リークラブとの合同例会です。皆様よろしくお願い致します。

田中　　宏さん　堀　　慎治さん　今川　知也さん
長谷川　隆さん　長瀬　憲八郎さん　鳥山　政明さん
杉江　建亮さん　内藤　晶文さん　大嶽　達郎さん

渡辺　喜代彦さん

湯澤　信雄さん

ニコボックス 今川知也ニコボックス委員
・

国際ロータリー第2760地区　ガバナー 沓名 俊裕さん 沓名ガバナーと、南RC様会長幹事、安城RC地区幹事、地区事務局長様
をお迎えして合同会長・幹事懇談会を行いました。地区幹事 細井 英治さん

国際ロータリー第2760地区ガバナー・地区幹事様より
いただきました。

RI 2760地区ガバナー  沓名俊裕さん（安城RC）
地区幹事　細井英治さん（安城RC）
地区事務長　本間育子さん（安城RC）



例会のご案内

■今　週

テ　ー　マ：中国人が日本に来て驚いたこと！
卓　話　者：米山奨学生　周　軒さん

4月21日（木）    

テ　ー　マ：経営者が知っておきたい家族信託の事例
卓　話　者：相続鑑定協会　執行役員　佐々木広美さん

4月14日（木）    

場　　　所：志摩観光ホテル「ザ・クラシック」

場　　　所：名古屋東急ホテル「ルネッサンスの間」

春の家族会4月10日（日）    

■次々週卓話

■次週卓話

皆さんこんにちは。今年度ガバナー
の沓名俊裕です。安城RC所属です。
名古屋南RC様、名古屋瑞穂RC様、
多数のメンバーの皆様への訪問が
叶い、本当に有難うございます。本日
は時間の許す限り、お話をさせてい
ただきます。
　今年のテーマというのは、
「Serve to change lives 奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」が
’21-22年度のシェカール・メータRI会長のテーマで、彼はインド西ベンガル
州の出身です。そのテーマをもとにして、2760地区の方針として「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～」そして「人
類の危機を救うロータリーになろう！」という看板を掲げさせていただきまし
た。それについてのDVDがありますので3分程度見ていただきます。
　DVDにもありました、コロナゼロ・カーボンゼロ支援というのは、今現在、
二つの世界的な危機でございます。一つは短期的に見ると、新型コロナウイ
ルス感染爆発、そして長期的に見ると、地球温暖化問題ということになりま
す。新型コロナウイルスは、皆様本当によくご存知のように、昨年第5波ピー
クの時が2万5千人ぐらいでした。そしてそこから終息しまして、今年の1月か
ら、また第6波今度はもうピーク10万人を超したというデータでございます。
グリーンの色が私が勝手に作った数字ですが、６月ぐらいには、いわゆる実
質ゼロで「ウィズコロナ」と言われるようなそういう時であってほしい、という
風に思っております。しかしながら、この新型コロナウイルスによって時代が
大きく、大きく変化した。一つはオンラインではZoomが、そしてデジタル化
が急速に浸透するようになってきた。ある意味、これからリモート社会という
のも進むでしょう。
　そしてもうひとつ大きな問題というのが環境問題であり、国が2050年「カ
ーボンニュートラル」いわゆる実質的ゼロ。今現在、72億炭素トン排出して
いるものを31億炭素トンまで抑えると、いわゆる森林や、海水が吸収してく
れて実質ゼロになるわけです。けれども2050年までに実質ゼロへ持ってい
くために、設定をされた元年というふうにとらえてみると、今からこのカーボ
ンゼロに向かって、何かロータリーとしてやっていく必要があるのではない
か。この「カーボンニュートラル」に向かって、何かをやろうという気持ちを作
るということが大事かなと考えますので、そういった意味でロータリーの皆
さんが、その気持ちになれば、地域にインパクトを与えて浸透してくるのでは
ないか、同時に人類の危機を救えるロータリーになれるのではないか、と考
えた次第です。
　しかしながら、今現在はさらにもう一つ世界的な危機が生まれてしまいまし
た。それは、皆さん方も十分ご存知の、ロシアのウクライナ侵攻でございます。
テレビの報道を見るたびに、心が痛む次第です。ウクライナのゼレンスキー大
統領が自ら情報を世界に向けて発信することで、我々も実情を知ることがで
きています。侵略侵攻に対するウクライナへの支援というものも2760地区
として地区補助金を利用し、ロータリー財団を通じ3万ドルの寄付をしまし
た。また、各クラブから寄付を募り、寄付を予定しています。よろしくお願いし
ます。
　コロナゼロ・カーボンゼロ支援については、2760 地区の愛知県を一つに
することを考え「Ｗｅ are one」のスローガンを掲げ、「ゼロバッジ」というク
ラブバッジを作成し配布して、本日も多数の方につけて頂きました。84クラ
ブの皆様が一つになることで大きな、大きなインパクトを与えてくれると考え
ています。SDGsのバッジも最初は「それ何ですか？」から始まり、だんだん浸
透してきました。今やSDGsを知らない人はいません。「持続可能な開発目標
をどういう風にしてしていきますか？」という所まで成長、発展しています。
SDGｓのバッジと同じ効果をゼロバッジも発揮できると考えた次第です。
　また、行動方針の方では、「クラブの発展なくして、ロータリーの発展なし」
やはり84クラブの人たちが元気になるために、そして地域に貢献度の高い
ロータリークラブになってもらうために、2760地区として支えて応援をして
いきたいという旨でございます。
そのためには、84のクラブと地区が一丸となって行動を起こすことによって
内外に存在感を出していけるという風に考えました。2番目に地域ロータリ
ーについて、少しお話をさせていただきたいと思います。1905年にシカゴで
ロータリークラブ発足して、1920年に東京ロータリークラブが第一号で創
立したのですが、その当時はロータリークラブが「ステイタス」親睦あり、例
会あり、日常紳士者であり、職業を通じて、社会奉仕、そして、I serveと
いう言葉も聞けました。しかしながら時代の変化とともにこういったのが少
しずつ少しずつ変わり、今現在どちらかというと親睦中心のロータリークラ
ブになってきました。決して親睦が悪いということではなくて、この親睦にこ
れから、もっともっとロータリーの価値として身につけていくにはどうすべき
か。あらゆる意味に親睦ができるところはいい。いろいろな奉仕を学ぶところ
もあってもいい。そして職業人として、自分のPRができるようなそういった情
報提供ができる場である。いわゆる職業人としてのメリットがあるクラブとい

うのが、若い人から見ると必要ではないか、というふうに考えます。
　より元気なクラブになるために、どのようにチェンジするか。今までは陰徳
を積むように「ロータリークラブです。ロータリアンです。」とは言わずに奉仕
をしてきました。しかしながら先程ゼレンスキー大統領を例にしましたが、い
わゆる世界に向かって発信していくそういう言葉を発信できるが故に、いろ
いろ情報を提供すると社会で理解が深まり「応援しよう」という気持ちが出
てくる。我々ロータリーもロータリーそのものをＰＲする時代になったのです
。公共イメージ向上委員会では、大いにPRしていくということが大事です。内
向きの奉仕→親睦から外向きの奉仕→社会奉仕活動という変化が必要で
す。今までのやり方から多様性に富んだ方法へ、女性や若者を取り入れ、今
までの組織から行動できる組織へ切り替えることで、より奉仕できるロータ
リークラブに変わっていくことができ、それが最も奉仕するもの 最も多く報
いられる超我の奉仕につながります。
　ダーウィンの進化論では「最も強いものが生き残るのではない。最も賢い
ものが生き延びる訳でもない。唯一生き残ることができるのは変化できるも
のである。」今だからこそ、この新型コロナの時代の中だからこそ、チェンジで
きるものというものがきっとあるだろうと思います。時代は川の流れであり、
ロータリーも４つのテスト、親睦、職業奉仕が、上流（過去）から、今現在まで
川の流れのように流れてきています。日本も、戦後からオイルショック、バブル
崩壊からいろいろなことを経験しながら今現在まで流れてきているが、過去
に戻るということはできない。今から新しいロータリーへ、新しい時代に新時
代人が成長に向かって流れていくと考えます。
　続いての行動方針は「会員の基盤を広げよう=目標５０００名」では、既に
皆さんは充分に活躍されています。
　2022年4月23日（土）24日（日）エンゼル広場エディオン久屋広場にてワ
ールドフード＋ふれ愛フェスタ （WFF）が行われます。テーマは、「ゼロミッシ
ョン」 ～コロナゼロ・カーボンゼロ・ポリオゼロ～。もう一つは、ロータリー奉
仕デー・カーボンゼロ植樹。こちらは2月27日に平和公園の桜の園で会長幹
事の皆さん方に来ていただきまして、無事このカーボンゼロ植樹を実施する
ことができました。ありがとうございました。テレビ局の東海テレビ、CBC、メ
ーテレと多くのメディアに来ていただき、ニュースとして取り上げていただき
ました。メディアで周知し、そしてテーマを統一することで、より一緒に社会奉
仕活動、としてロータリーの評価というものをあげることができるというふう
に思っております。そしてもう一つはロータリーファミリーとの連携を強化す
る事です。両クラブは名古屋熱田ＲＡＣを支援し、名古屋瑞穂ＲＣは瑞陵高
校ＩＡＣを支援されているので、若い力を育てるため、益々の支援強化をお願
いします。
　国際大会としては、2022年5月31日（火）名古屋東急ホテルにてヒュース
トンガバナーナイトin Japanを84クラブの交流会として開催予定です。ぜひ
気楽にご参加願えればと思います。また、5月17日、18日はヒューストン国際
大会ゴルフ in Japan～コロナゼロ・カーボンゼロチャリティーゴルフコンペ
～が開催されます。17日は女子プロを20名お呼びしておりますので、一緒に
楽しんでいただければと思います。18日は一般参加で40組になりますので
成績には関係なく、気軽にご参加ください。ゴルフ場ではヒューストンに行っ
たような雰囲気を提供する予定です。
　最後になりますが、ゼロバッジの常時着用をお願いして、ロータリーの知
名度アップをお願いしたいと思います。先日、豊田RCの斎藤直美パストガバ
ナーを偲ぶ会に出席をさせていただきましたので改めて、斎藤パストガバナ
ーの言葉を紹介させていただきます。「例会なくして、親睦なし。親睦なくして
、奉仕なし。奉仕なくして、感動なし。」私も改めて心を打たれた次第でござい
ます。
　今日は、名古屋南RC様、名古屋瑞穂RC様の公式訪問に卓話として出さ
せていただき、本当にありがとうございました。両クラブの益々のご発展、そ
して会員の皆様の益々のご健勝を祈念申し上げまして本日のガバナー卓話
を終了させていただきます。ありがとうございました。

卓　話 2760地区沓名俊裕ガバナー


