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司
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会 ： 近藤茂弘 会場委員長
「奉仕の理想」
唱 ：「君が代」

会長挨拶

たいと思っております。皆様ご指導よろしくお願い致します。
横山 請悟さん
鈴木淑久さんからご紹介をいただきまして入会させていただくことになり
ました。農業の他にイタリアンレストランをしております。皆様に色々と教
えていただきながら、
やっていきたいと思います。
よろしくお願いします。

幹事報告
梅村昌孝会長

皆さんこんにちは。本年度の会長を務めさせてい
ただきます梅村昌孝でございます。
どうか一年間よ
ろしくお願い致します。前年度の堀会長、原田副会
長、
そして田中宏幹事、一年間お疲れさまでした。
コロナ禍でのクラブ運営の舵とりはたいへんなご苦
労があった事と思います。
お疲れさまでした。
今期は大嶽副会長、湯澤勇生幹事とともに、歴代
の先輩方を見ならいまして瑞穂ロータリークラブの
歴史と伝統を守り、一生懸命に精進してまいりたい
と思っております。
どうかよろしくお願い致します。大嶽副会長、湯澤勇生幹
事、
ご協力のほどをよろしくお願い致します。今年度私で44代目会長です。
瑞穂ロータリークラブにはこれまでに43年の間の毎年毎年、会長・幹事の
思いが込められ、積み重ねられました歴史と伝統がございます。
その歴史と
伝統をしっかりと引き継ぎまして、来年度の千秋会長へつなげる責任があ
るわけでございますから、考えるだけでその責任の重さにとても身の引き締
まる思いです。
私は2006年の入会です。
ロータリー歴は16年になります。
けっして長い
わけではありません。従いまして、経験の豊かな先輩方にいろいろ教えてい
ただきながら会長の責務を全うするしかござません。
いずれに致しましても
一年間、
みなさんのご協力をいただきながら務めていくしかございませんの
で、
どうかご協力の程、
よろしくお願い致します。
今日はこの後、年度初めの恒例であります会長の卓話の時間をいただい
ております。
そこでは今期のRI会長とRIテーマ、2760地区のガバナーとガ
バナー方針、
そして会長方針を説明させていただく予定です。
よろしくお願
いいたします。

バッジ伝達式

湯澤勇生幹事

・ 次週7月14日(木)例会・第1回理事会・CA 13：40〜 4F「桜の間」
で行われます。
ご参加お願い致します。
（月・祝）IAC年次大会 10：30受付開始です。
・ 7月18日
当日各担当者はお願いします。
（予算・決算）5F「銀扇の間」
で行われます。
・ 7月21日(木)クラブフォーラム
・ 会員名簿の配布 7/14(木)にメールボックス配布予定です。

出席報告

萩原孝則出席委員長

会員69名 出席58名 （出席計算人数53名）
出席率 92％

ニコボックス

萩原孝則ニコボックス委員長

・ 今年度の会長を務めさせて頂きます。よろしくお願い致します。 梅村 昌孝さん
・ 梅村年度の始まりです。ガンバッテください。
今日から福岡君が入会です。
おめでとう。

泉

福岡君入会おめでとう。

内田 久利さん

7月19日は私の誕生日です。

渡辺喜代彦さん

・ 梅村新会長、湯澤幹事一年頑張ってください。
・ 梅村会長、湯澤幹事１年間ご苦労様です。

・ 今年度よろしくお願いします。
湯澤 勇生さん
・ 山﨑さん、福岡さん、横山さん、入会おめでとうございます。
鈴木 淑久さん
・ 梅村会長、湯澤幹事を始め１年間ご苦労様です。よろしくお願い致します。
野球部の早朝練習にご参加の皆さんお疲れ様でした。打倒中ロータリー
野﨑 洋二さん
に向けて頑張りましょう。

・ 梅村年度がスタートしました。

後 友よ遠方に帰るこれまた楽しからずや

堀

福岡逸人さん入会おめでとうございます。

杉江 建亮さん

お祈りいたしております。

稲葉

徹さん

１年宜しくお願い致します。

田中

宏さん

頑張ってください。

松波 恒彦さん

でしたが、
また思い出ができました。
ありがとうございました。

北岡 寿人さん

おめでとうございます。

今川 知也さん

また来年もがんばって潜りましょう。

鈴木 健司さん

新年度宜しくお願い致します。

村上

ボックス委員会です。委員会の皆さん、
よろしくお願いします。

萩原 孝則さん

・ 梅村会長、湯澤幹事宜しくお願い致します。
堀直前会長より梅村新会長へ、
田中直前幹事より湯澤新幹事
へのバッジの伝達が行われまし
た。

新会員入会式
新会員 ： 山﨑 真一郎さん 福岡 逸人さん 横山 請悟さん
山﨑 真一郎さん
皆さんはじめまして。東海東京証
券の山﨑と申します。前任の三重
県津市では、津ロータリークラブ
でお世話になっておりましたが、
コロナ禍で、
ほとんど出席できておりませんでしたので、諸先輩方に教えて
いただきながら奉仕に勤めて参ります。
よろしくお願い致します。
福岡 逸人さん
私は、
日進市で矯正歯科専門の歯科医を開業しております。
日頃から三好
カントリークラブでお世話になっております、泉さん、
内田さんのご推薦を
いただきまして入会させていただくことになりました。右も左も分かりません
が1日でも早く瑞穂ロータリーの一員である。
と言えるように成長して行き

憲一さん

慎治さん

・ 梅村会長、湯澤幹事１年間ご苦労様です。
１年間の順風満帆の航海を
・ 新年度になって、何かとホッとしています。梅村会長、湯澤幹事、

・ ダイビング同好会の宮古島とても楽しかったです。梅村会長、湯澤幹事

・ 先日、ダイビング同好会お疲れ様でした。ありがとうございました。帰りのエア大変
・ 梅村会長、湯澤幹事１年間宜しくお願いします。福岡逸人さん入会
・ ダイビング同好会参加の皆様お疲れ様でした。
・ 先日はダイビング同好会お疲れ様でした。

学さん

関谷 俊征さん
・ 梅村年度のスタートを祝して。
・ 梅村会長、湯澤勇生幹事、
原田 敬生さん
１年間頑張ってください。
伊藤
豪さん
・ 梅村、湯澤年度の船出を祝して。
・ 新年度が始まりました。梅村会長、湯澤幹事よろしくお願いします。今年は出席ニコ

・ 今期も宜しくお願いします。

鳥山 政明さん
岡部 光邦さん 長坂 邦雄さん 湯澤 信雄さん 長瀬憲八郎さん
大和 直樹さん 安井 友康さん 花井芳太朗さん

年度初め乾杯挨拶

堀慎治直前会長

昨年度はコロナの影響で予定の3分の２程度しか行事が出来ませんでし
たが、
その中でも様々やれることをやってきたかな。
という思いがあります。梅
村年度が素晴らしい年度になりますこと、瑞穂RCが益々発展することを祈念
致しまして乾杯いたします。乾杯‼

7月誕生日おめでとう
内田 久利さん 佐治 寬行さん 渡辺喜代彦さん
安井 友康さん 湯澤 信雄さん 鈴木 圓三さん

卓話

梅村昌孝会長

皆さんこんにちは。今日は貴重なお時間をいただきまして、
ありがとうござ
います。今日は2022-23年度のRI会長と、RIテーマ、2760地区のガバナー
とガバナー方針を、
そしてクラブ会長の方針をご紹介させていただきます。
まずは今年度のRI会長です。
カナダオンタリオ州ウインザーローズランド
ロータリークラブ所属のジェニファーE.ジョーンズさん。RI会長、
はじめての
女性です。
ロータリーテーマは
「イマジンロータリー」
です。RI会長からのメッ
セージは
「想像してください。私たちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎
朝目を覚ます時、
この世界はもう昨日ではなく、
日が変わって今日である事
を知っています。
きのうのことを想像する人はいません。想像とは未来を描く
ことです。
ポリオのない世界を想像してください。
みんなが安全な水を飲むこ
とが出来る世界を想像してください。病気のない世界を想像してください。世
界のすべての子供たちが本を読むことが出来る世界を想像してください。
や
さしさ、希望、愛、平和を想像してください。
だからこそ
「イマジンロータリー」
をRIテーマとします。」
このようにメッセージを送っています。
次にロータリー旗ですが、紫・緑・白で描かれています。紫はポリオ、緑は環
境、
白は平和を表しています。紫の環は人々のつながり。環の周りの７つの点
は人々、
そしてロータリーの７つの重点分野を表します。環と点は光を発する
輝く星を表現しています。
ここに
「DEIを基本として人々と繋がりを持ちなが
ら自由に表現する。」
と記載がありますが、次で説明致します。
また、
ロータリ
ーの７つの重点分野についても次で説明いたします。
RI基本方針として、多様性（Diversity）
・公平さ
（Equity）
・開放性（Inclusion）
の頭文字をとってDEIと表現しています。
これはすなわち、世の中のすべて人
々の多様性を認め、
すべての人々を公平に、
そして門戸を開放してこの人々
をロータリーは受け入れるということです。
そしてこのDEIを基本方針として、
ロータリーは人々と繋がりを持ち、
自分自身を自由に表現することを基本と
して活動する。
ということだそうです。
ロータリー旗の所で出てきました
「ロータリーの７つの重点分野」
ですが、
１、平和構築と紛争予防。
２、環境保全。
３、地域社会の経済発展。
４、基本的
教育と識字率向上。
５、疾病予防と治療。
６、水と衛生。
７、母子の健康。
の７
つの重点分野です。先程、RI会長のテーマの
「イマジンロータリー」
の説明の
中に出てきました
「ポリオのない世界を想像してください。」
とは５の疾病予
防と治療・７の母子の健康に当てはまるでしょうか。
「みんなが安全な水を飲
むことが出来る世界を想像してください。」
とは６の水と衛生にあてはまりま
す。
「病気のない世界を想像してください。」
も５の疾病予防と治療と７の母
子の健康に。
「世界中の子供たちが本を読むことが出来る世界を想像してく
ださい。」
とは４の基本的教育と識字率向上に。
「愛・平和を想像する」
とは１
の平和構築と紛争予防に当てはまると思います。
このようにRI会長は、平和
構築と紛争予防、基礎的教育と識字率向上、疾病予防と治療、水と衛生、母
子の健康 に特に重要事項として考えておられる様です。RIテーマの紹介は
以上になります。RI会長はこのように基本方針のDEIによる会員増強と７つ
のロータリーの７つの重点分野の活動重要視して、特にメッセージを送って
おられます。
ガバナーの訪問の際に詳しく説明があると思います。
よろしくお
願いいたします。
続きまして今年度の2760地区のガバナーの紹介です。
ガバナーは名古屋
中ロータリークラブ所属の篭橋美久（かごはしよしひさ）
さんです。地区方針
は
「未来を描こう、笑顔でつなごう」〜一人一人のチャレンジを力に！変化に
対応できるクラブを目指して〜です。
篭橋ガバナーは次のように話をされま
した。
「今年度の地区方針は
「未来を描こう、笑顔でつなごう」
としひとりひと
りのチャレンジを力にして、変化に対応できるクラブつくりを目指してまいり
ます。」
と言われました。
そして、次のようにお話されました。
「いま、
ロータリークラブは激動する社会の真っただ中にあります。
日本の
ロータリー2020年で100年を迎え、今日に至るまですばらしい発展を遂げ
てきましたが、昨今の急激な社会変化に対応するという課題に直面しており
ます。一昨年前から続く新型コロナウィルスは一向に沈静化しておらず、
まだ

まだ先の見えない状態が続くと考えます。
このような状況では、非常に難し
いクラブ運営の舵とりが求められます。
これまで、
ロータリーは中核的価値観
である
「親睦」
と
「高潔性」、
「多様性」
と
「リーダーシップー」
そして
「奉仕」
の５
つをベースに、会員ひとりひとりの努力を通じて、現在のロータリークラブ組
織が作り上げられました。今や、
ロータリーは地域社会、国際社会において
必要不可欠な存在となり、
さらにその役割を発揮するためには、
より革新的
かつ柔軟な活動体制を構築していく必要があると考えます。
そのために我々
は、今一度地域社会の問題とニーズに目を向けて、私たちの未来を想像して、
活動することが必要です。
そして、
その問題とニーズに合わせた形で、
ロータ
リーの行動指針である
「より大きなインパクトをもたらし」
「参加者の基盤を
広げ」
「参加者の積極的なかかわりを促し」
「適応力を高める。」
ことで、
さらに
は基本方針である
「多様性」
「公平さ」
「開放性」
のDEIを実践することで、
ロ
ータリーの魅力はさらに向上し、
さらなるロータリーの発展につながるでし
ょう。
私は奉仕活動の本質は笑顔にあると思っています。私たち自身が笑顔を
忘れず、
ひとりでも多くの人達を笑顔にしていくことが大切です。
ロータリー
の過去の実績を踏まえ、
さらに多くの笑顔にあふれた未来を実現しましょう。
そのためには、今の時代に即した改革が必要です。過去に学び、未来を想像
しながら、
クラブやロータリアン同士が知恵を出し合いながら一丸となって
活動を進めましょう。
さて、昨年から重点分野に
「環境保全」
が新設されまし
た。環境問題は将来を担う子供たちのかけがえのない未来を奪うものであ
ると理解しなければなりません。環境問題の解決に向けて、
ひとりひとりにで
きることから取り組みを始めていきましょう。今年度は海洋プラスチックごみ
を減少させることから、活動を始めたいと思います。
身近な問題で出来ること
から取り組んでまいります。」
と、
お話されました。
「ガバナーはRI会長と同じ
ようにDEIを重んじながらも、
ロータリーの中核的価値観の５つを大事にし
て社会の変化に対応していきましょう。」
といっておられます。
また、海洋プラ
スチックゴミの件は、具体的にはどんな活動をするのかは紹介がありません
でした。
そのあたりもガバナー訪問の時に詳しく説明されると思います。
よろ
しくお願い致します。
続きまして、具体的な活動についてお話がございました。地区の特徴：2760
地区は活性化された、進歩的な地区である。
クラブのサポート強化：地区はク
ラブの活動に協力し、
クラブと共に活動します。公共イメージ向上：活動を地域
社会にアピールしましょう。
クラブ活性化セミナー：明日7月8日にクラブ活性
化セミナーがございます。長期ビジョン委員長の稲葉さんと出席して参ります。
そして活動方針：１、地域社会に役立つクラブになろう。
２、会員増強をしよ
う。3、変化に対応できるクラブになろう。
４、
計画的な活動をしましょう。
５、
インパクトのある活動をしよう。
６、
ロータリーファミリーとの連携を強化しよ
う。7、
ポリオ撲滅に貢献しよう。
８、
ロータリー賞、
ガバナー賞にチャレンジし
ましょう。
９、国際大会に参加しよう。10、地区大会に参加しよう。11、WFF
に参加しよう。
と、
お話がございました。詳細はガバナー・ガバナー補佐にお
任せすることに致しまして、会長方針に移らせていただきます。
私の会長方針は
「かけがえのない時間を取り戻そう」―ウィズコロナ・ポ
ストコロナ時代に向けて―
１，親睦を深め、活力あるクラブにする。
２，提携クラブ、友好クラブとの親睦
と友好を深める。
３，会員増強・退会防止に努め、会員純増2名をめざす。
４，
４つのテストを実践する。
とさせていただきました。
新型コロナウィルスの蔓延によって世の中全体が、元気がなく、活力を失
ってしまっていましたが、
ここに来て、
やっと世の中が動き出しました。
ぜひ会
員のみなさんにはウィズコロナ・ポストコロナ時代を迎えて、今までの失った
かけがえのない時間を取り戻し、活力のある、元気のある瑞穂RCを取り戻し
ていただきたいという思いを込めまして
「かけがえのない時間を取り戻そう。」
―ウィズコロナ・ポストコロナ時代に向けて―とさせていただきました。
そのためには、
１でクラブの親睦と活力を取り戻し、
２で友好を取り戻しま
しょう。
そして３で仲間を増やし。
４でしっかりロータリー活動も実践してい
きましょう。
どうか１年間皆さんよろしくお願い致します。

例会のご案内
■今週卓話

7月14日
（木）
テ ー マ：熱田神宮蓬莱信仰
会 員 卓 話：千秋季賴さん

■次週行事

7月21日
（木）第1回ＣＦ
内
容：決算・予算・（委員会方針）

■次々週行事

7月28日
（木）第2回ＣＦ
内
容：委員会方針

