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　皆さんこんにちは。6月5日の日曜日、熱田神宮で
の例祭にお招き頂き参加してきました。そもそも例
祭とは、天皇陛下のおつかい（勅使）が参向される
熱田神宮の祭典中最も重要かつ壮厳なお祭りで、
宮司が祝詞を奏上し、勅使による御幣物の奉納、御
祭文の奏上があり、皇室の弥栄、国の平安が祈念
されるものです。一般に「熱田まつり」「尚武祭」とも
称され、献灯まきわら、花火をはじめ様々な奉納行
事が境内外で盛大に行われました。あつた宮宿会の皆さんも前日からお手
伝いをされ、大変だったと思いますが皆さんのご尽力のおかげで、当日は天
気も良く、久々の開催で名古屋にもこれから夏が訪れると実感しました。
　ただ、宮司や勅使の皆さんは本宮の前で砂利の上に茣蓙をひいた所で約
1時間半の例祭は大変だった思います。千秋宮司お疲れ様でした。また、前会
員の小串さんも名誉宮司として参列され、玉串の奉納で元気な様子を拝見
し、安心しました。今週は全国的に梅雨入りとなりました。私も含めて皆さん
の体調管理や、防災についてはくれぐれも注意してこの時期を乗り切ってい
きたいと思います。

・

　上期は20回の例会となっています。新たに9月8日リスペクト例会を会場は
未定ですが、新たに開催させていただくということになっております。下期の例
会が22回ということになっております。その中で、WFFが4月15日、全員参加
になっております。最後の下期納会まで滞りなく進めていきたいと思います。そ
れと6月30日まで今年度、堀会長年度のメークアップでしたが、6月30日まで
はメークアップなしということで進めておりますが、2022～2023年度スター
ト時に、現在調査中ですが、各ロータリークラブのメークアップの状況がまだ
確定しておりませんので、皆さんのご了承をいただければ、8月末までこのまま
続けてメークアップはなし。ということで進めさせていただきたいと思います。
ご承認いただければこのように進めさせて頂きます。

第５回クラブフォーラム

出席率　77.1％
会員68名　出席47名  （出席計算人数52名）
出席報告 長野義明出席委員

ニコボックス 長野義明ニコボックス委員

堀　　慎治さん

田中　　宏さん

鈴木　淑久さん

松波　恒彦さん

安井　友康さん

萩原　孝則さん

大和　直樹さん

長瀬憲八郎さん
堀会長先日はごちそうさまでした。岩田さん、村上君、近藤君、新見君
ありがとうございました。
昨日は妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございました。
また、先日のゴルフ部会でぎふ美濃デビューしました。
今後ともよろしくお願い致します。
全国的に梅雨入りになりました。
体調管理に注意してください。
母親が運転免許を返納しました。心配事が
一つ減りました。
昨日社員が萩原さんにお世話になりました。
ありがとうございます。
先日の瑞穂ゴルフ会で優勝させて頂きました。同じ組で回って頂いた
岩田さん、内田さん、村上さんに感謝です。

職場例会、多数ご参加ありがとうございました。
水曜日、宮宿会の後輩上京での食事会、みなさんのおかげで楽しくでき
ました。ありがとうございました。
先日は別々にチケットを買ったのに、市民会館の落語会で萩原さんと隣
どおしになったり、歌舞伎座で山口哲司さんと前後の席になったり、瑞穂
ロータリーの絆の強さを感じました。 本多　誠之さん
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堀慎治会長

次週6/23(木)ヒルトン名古屋4Ｆ「竹の間」にて通常例会となります。
次々週6/30(木) 18：00～下期納会を「か茂免」にて行います。
※上記２点、6/16(木)本日が出欠の締め切りとなります。
６/16本日メールボックスへ延平RCより会員名簿が届きましたので、
入れました。お取り扱いにはご注意ください。

・
・

・

幹事報告 田中宏幹事

いよいよ再来週6月28日に、甲子園の大会が行われます。その際の工程表を
皆さんにお配りしましたのでご確認お願いします。行動の変更等ございまし
たら私か、村上さん、近藤茂弘さんにお伝えください。

委員会・同好会報告 野球部会 世話人　鈴木淑久

次年度行事予定：湯澤勇生副幹事

　主な事業内容として入会の推進、退会の防止に務めました。良かった点とし
て、コロナ禍においても入会者（３名）を得ることができた点です。反省点とし
て、コロナにより例会開催がなく、入会予定者の例会訪問などが、なかなかで
きず、入会を進めることが出来なかった点。次年度への要望・継続事項として、
会員全体に入会の促進意識を共有できる様にしていただきたい。

会員増強及び維持委員会：鈴木淑久副委員長

　年3回のクラブ奉仕委員会を開催いたしました。また、I.D.Mを10月に開催
予定をコロナの影響で、3月開催に変更させて頂きました。皆様のご協力で無
事開催することができました。ありがとうございます。1年間ありがとうござい
ました。

クラブ奉仕委員会：大嶽達郎委員長

　毎例会時に出席状況と報告を行い各会員の出席状況の把握及び、定期的
な各会議の出席状況の集計と報告、またコロナ禍におけるメイクアップルー
ルの連絡等を行いました。良かった点は、コロナ禍での限られた例会開催数
ではありましたが、委員会のLINEグループを活用して委員同士の助け合いが
できました。悪かった点は、出席率の把握及び、出席を促す行動ができなかっ
たことが反省点です。次年度への要望継続事項としては、各会員の出席状況
を共有しながら、随時出席率が低い会員の方への出席促進をお願いしたいと
考えております。ニコボックスでは、毎例会時にニコボックスの実施、報告をす
る事、会員の夫人の誕生日に記念品を贈る事を実施いたしました。良かった
点は、コロナ禍での限られた例会開催数ではありましたが、多くの会員の協
力を頂きました。悪かった点は、ニコボックス報告時の氏名読み間違いがあり
ました。この場を借りてお詫び申し上げます。次年度への要望事項として、氏
名の読み間違え防止として、発表担当者及び補佐担当は、受付時でのフリガ
ナ再確認のダブルチェックをお願いします。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：新見光治委員長



例会のご案内

7月7日（木）    ■次々週卓話

■次週行事

6月23日（木）    ■今週卓話

テ　ー　マ：会長挨拶
卓　話　者：梅村昌孝

　青少年奉仕委員会との協業により、瑞陵高校インターアクトクラブへのパソ
コン及び周辺機器、冬季活動用のウィンドブレーカーを提供し、奉仕活動のサ
ポートを行いました。第4回熱田こども将棋大会への協賛をおこない、日本の
伝統文化の継承に貢献できました。2760地区実施の社会奉仕活動にも積極
的に参加しました。（平和公園記念植樹祭など）良かった点として、瑞陵高校
インターアクトクラブの提供に際しては、地区予算を活用し、従来のクラブ予
算の倍額を提供することができ、今回の申請業務をとおして地区予算活用の
ノウハウの蓄積ができた事。反省点は、本来ならクラブ独自で地域の子供たち
への奉仕活動を行いたかったが、コロナ禍で人と人との交流が制限されたこ
ともあり、計画・立案・実施がかなわなかった点です。次年度への要望継続事
項は、委員会メンバーで合議して、クラブ独自の社会奉仕活動の計画・立案・

社会奉仕環境保全委員会：松田浩孝委員長

　名古屋熱田RAC及び愛知県立瑞陵高校IAC例会への出席や、支援を行い
ました。良かった点は、RAC提唱４RC意見交換会を行い、議論できた点と、 
IACの支援で地区補助金を使い、プロジェクター、パソコン２台、プリンターを
記念祭のIACのPR事業として寄贈でき喜ばれた点です。反省点としては、瑞
陵高校の日程が4月にならないとわからない部分があり、皆様にご迷惑をお
掛けした部分を反省しております。１年間ありがとうございました。

実施を行って参りたいと思っています。また、熱田こども将棋大会は前年度よ
り、ニコボックスから委員会予算に組みかえたので継続事業として行って参り
ます。

青少年奉仕・RAC・IAC委員会：近藤茂弘委員長

　WFFワールドフードフェスタ（4月に延期）、ボジョレー例会は延平RC招致
（中止）、延平RC記念例会への参加は中止となりましたが、ビデオレターでの
ご挨拶をいただけました。ロータリ国際大会参加（中止）が事業内容でした。
その中で良かった点は、台北延平RC記念例会ではビデオレターでご挨拶が
出来た点でございます。反省点というより残念な点ですが、コロナの影響によ
る事業の中止が相次いだことでございます。次年度への要望はコロナ禍での
事業開催可否に注視して臨機応変に活動していただければと思います。

国際奉仕委員会：鳥山政明委員長

　地区からのポリオ根絶運動に役立てるための寄付金を付与した「END 
POLIO NOW」エコバッグ購入ご協力の要請に対し、全員購入により寄付す
ることができました。良かった点は、年次基金150ドル/人及びポリオプラス年
間目標額30ドル/人以上を達成できた点と、地区補助金制度を活用し、瑞陵
高校インターアクトクラブにパソコン等設備の事業支援が出来きました。次年
度への要望継続事項は、次年度以降の地区補助金活用について、具体的に検
討したい点と、R財団について、会員の理解が深まるよう、色々な情報を発信し
てい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。

R財団委員会：千秋季賴委員長

　米山奨学生、周軒（シュウケン）君を支援しながら事業の理解を深め、月一
回以上の例会出席と、年２回の卓話を通じて会員のみなさんとの交流を図り
ました。良かった点は、姉妹提携クラブ（台北延平RC）とのリモート通訳として
の交流ができたことと、米山奨学生の2回の卓話を通じて親近感が深まったこ
とです。反省点は、アフターコロナとして取り組んでいましたが、今年度も感染
拡大防止の影響を受け例会が休会となる等、リアルなコミュニケーションがと
れなかった点です。次年度への要望継続事項は、新入会員の皆さんに、この事
業の目的を理解してもらうために、奨学生との交流の場を設ける点です。１年
間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

　例年、9月「敬老の日」に例会の中で行われていたものを、「リスペクト例会」
としての開催を次年度より行います。また、80歳以上で退会される方へOB会
員として瑞穂の事業へ参加いただくために追加いたしました。良かった点は、
長期ビジョン委員長を5年間無事に務められた点でございます。反省点は、長
期的な事業を模索しましたが良いアイデアが出なかった点です。次年度への
要望は、瑞穂RCにあったスタイルのスマートな事業を見つけて欲しいと考え
ています。後任の稲葉さんにお願いをいたします。ありがとうございました。

長期ビジョン委員会：松波恒彦委員長

　7月１８日に開催される年次大会に向けて、瑞陵高校と一緒に良い年次大
会ができるよう準備していきます。瑞穂RCの皆さんは全員登録ですが、当日
の行事等ありますので参加のお願いを再度お願い致します。残り１ヶ月程度
ですので皆さんのご協力をよろしくお願い致します。

IAC年次大会実行委員会：堀慎治委員長

　ウィークリーの円滑な発行及び例会支援強化を行ってまいりました。良か
った点として、会員のみなさんの身近な情報を、SNSなどから情報を頂き、ウィ
ークリーで発信することが出来ました。反省点として、原稿のチェックの甘さ、
掲載すべき情報とそうでない情報の見極めの甘さがあった。次年度への要望
継続事項としては、引き続き会員のみなさんの身近な情報の掲載、ウィークリ
ー内容の精査強化をお願いしたいところです。１年間お世話になりました。あ
りがとうございました。

クラブ広報委員会：櫛田篤弘委員長

　親睦例会、クリスマス例会、上期納会、創立記念例会、4RC合同例会、春の
家族会、下期納会を行う予定でしたが、次々週予定の下期納会を含めて7つ
の事業のうち3つの実施でございました。良かった点と反省点は、残念ながら
親睦例会は中止となりましたが、余興をお願いする方と継続的に連絡を取り
合い、クリスマス例会にスライド出演をして頂きました。ボジョレーヌーボ例会
では、多くの福岡西RCの方々にお越し頂き、2次会まで誰１人欠ける事なくご
参加頂きました。現在のところ、どのイベントにも感染者が出ていない事も良
かった点と思っております。春の家族会参加者が少し低調に終ったので、魅力
の伝え方や内容など反省しております。次年度への要望継続事項としては、次
年度より通常例会が開催され、夜間例会など親睦を深めるイベントが開催出
来るようになると思いますので、コロナ禍前のような瑞穂ロータリーらしい親
睦ができることを望んでおります。１年間ありがとうございました。

親睦活動委員会：花井芳太朗委員長

　2022年3月24日に、在籍3年未満の会員を対象にした研修会・懇親会を
実施し、研修対象者（在籍3年未満の会員12名）、会長、幹事、五大奉仕委員
長（5名）、R情報・研修委員会メンバー（5名）に出席頂きました。研修会では、
ロータリークラブや当クラブについて日頃考えていること、感じていること、疑
問に思っていること等に関する率直な意見交換を通じて、ロータリークラブや
当クラブについて理解を深め、今後のより楽しく有意義なロータリーライフに
つながる機会となりました。久しぶりの懇親会では、年代や在籍年数に関係な
く懇親を深める機会になりました。良かった点は、久しぶりに研修会、懇親会
を開催することができ、参加いただいた会員が、ロータリーや当クラブについ
て理解を深めることができ、当クラブに入会したご縁や人生における意味や価
値などについて語り合いながら相互に懇親を深めることができました。次年度
への要望継続事項は、新型コロナ感染防止対策（緊急事態宣言、まん延防止
等重点措置など）の影響で、新入会員が入会後にロータリークラブや当クラブ
について理解する機会、会員相互の懇親を深める機会が、大幅に減っている
ことをあらためて実感しました。在籍年数の短い会員の不安の解消、動機づけ
につながる機会を工夫する必要があると思いました。

R情報・研修委員会：（代理）原田敬生さん

　良かった点として、コロナ禍により大きな会場への変更や会場レイアウトの
見直し、例会の中止などが相次ぎましたが、フレキシブルに対応することがで
きた点や、ベテランメンバーと若手メンバーがより交流できるよう、月１回、あ
らかじめ席を決めた例会を新たにスタートしました。コロナ禍で出欠を事前
にとっているため、配席が決めやすかった事も挙げられます。次年度への要望
継続事項は、コロナ禍もあり、例会場の押さえは早くやっておくに越したこと
はありませんので、次年度の予定をざっくり決めておいて、１年前から押さえ
るようにすると、よりスムーズかと思います。久々に開催したボジョレーヌーボ
例会では、主担当は会場、親睦と国際に協力を仰ぐという体制で実施したが、
スムーズに運営できたので、この体制がいいと思われます。以前のように出欠
をとらない例会開催になった場合に、ベテラン・若手の配席をどう決めるかは
要検討と感じました。

会場委員会：本多誠之委員長

　職業奉仕アンケートの実施、各会員様のクラブ以外での職業奉仕の紹介
を行いました。先週行いました、中部国際空港での職場見学例会にて今年度
の予定は全て終了させて頂きました。良かった点は、会員様各位の奉仕活動
の再認識が出来たことです。反省点は、コロナ禍で延期となり、開催日程で迷
惑を掛けたことでございます。

職業奉仕委員会：安井友康委員長

テ　ー　マ：風の時代へ変化における私たちへの影響
　　　　　　～占星術の視点から～
卓　話　者：アイオフィス 代表　信田紗由美さん

6月30日（木）    下期納会
時　　　間：18：00～20：00
場　　　所：か茂免


