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１４：2０  ～ 16：45 式典 / 講演会
YouTube ライブ配信（碧南商工会議所内）

国際ロータリー第 2760 地区 西三河分区
インターシティー・ミーティング

本 郷 和 人 （ ほ ん ご う か ず と ）

１９６０年、東京の下町生まれ。東京大学・同大学院修了。文学博士。
中世政治史、中世古文書学、中世寺院史を専門とする。
大河ドラマ『平清盛』の時代考証を務める。

『謎とき平清盛』（文春新書）、
『肉食と草食の日本史』
『天皇はなせ万世一系なのか』（文春新書）
『武士から王へ～お上の物語』（ちくま新書）
『中世朝廷訴訟の研究』　　など

東京大学史料編纂所 教授 

著
　 

書

領収書

金額

刈谷・安城・西尾・西尾一色・高浜・知立・西尾 KIRARA・三河安城・碧南

様 ご芳名（name）

所属クラブ名（Home club） 職業分類（Classitication）¥5,000-
但し、Intercity Meeting 登録料、上記金額正に領収しました。

上記会員は本 Intercity Meeting に出席されました。2022 年 2 月 19 日
2022 年 2 月 19 日碧南市源氏神明町 90 番地

碧南ロータリークラブ 西三河分区　幹事　黒田  泰弘

2021-2022 インターシティ・ミーティング
貴クラブ会員出席報告

キリトリ ✂ キリトリ ✂

碧南ＲＣホームページからご視聴頂けます
https://w w w.hekinan-rc.jp/im2022/
スマホの方はＱＲコードから



Intercity Meeting 2021-2022

　

碧南市長

禰冝田 政信

大 村  秀 章

本日は、西三河分区 IM にご来賓の皆
様を始め多くの会員の皆様にご出席をい
ただき、誠に有り難うございます。ホスト

クラブを代表し心よりお礼とご歓迎を申し上げます。
さて一昨年より人が密に集まって懇親や友情を深めることがか

なわない日が続き、各クラブともクラブ奉仕活動には大変なご苦
労をされてみえることと存じます。一方で昨年のIMでは安城ロー
タリークラブ様がコロナ禍にもかかわらず、リモートを駆使し知
恵を絞られた開催を実現され、西三河分区ロータリアンの結束
を改めて確認することが出来ました。

本年、碧南ロータリークラブは西三河分区 IM のホストクラブ
としてガバナー方針にも掲げられた「コロナゼロ・カーボンゼロ」
を念頭に感染対策には万全な配慮をしつつ、実施して参ります。
現在でもコロナ変異株の感染拡大が懸念され、様々な制約があ
る中ではございますが、全員登録のご配慮をいただいた西三河
分区ロータリアンの皆様にとりまして有意義な会合となりますよ
う、またロータリーの新しい時代に向けた更なる成長の機会とな
りますよう、会員一丸となって精一杯努めて参りますのでどうぞ
宜しくお願い申し上げます。

碧南ロータリークラブ　会長

新 美  雅 浩

愛知県知事

大 村  秀 章

西三河分区 9 ロータリークラブの会員の
皆様、本日は IM に全員登録をいただき、
ご参加をありがとうございます。世界に蔓

延したコロナ禍で社会生活が一変し、各クラブにおかれましても
新たな活動を模索し、的確な分析と細心の注意、そして毅然と
した決断によりロータリー活動を続けていらっしゃいました。

そして、一昨年の稲垣ガバナー補佐、昨年の大見ガバナー補
佐と困難な対応が迫られるなか西三河分区として IM 開催のバト
ンをつないでいただきました。

今回の IM も年明けから始まりましたオミクロン株の急拡大に
しっかりと対応し、感染対策を万全にしてそのバトンを繋げてゆ
きたいと存じます。

地区方針「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」そしてシェカールメーター RI 会長のスローガ
ン「もっと行動しもっと成長しよう」についてガバナー補佐として
分区クラブの皆様にお伝えすべきポイントを中心に準備をしてい
ただいております。

会員の皆様には今後のロータリー活動の一助にしていただけれ
ば幸いでございます。

西三河分区のインターシティ・ミーティン
グ開催を心よりお慶び申し上げます。

日頃より、ロータリークラブの皆様は、地
域に根ざした積極的な社会活動を展開さ

れ、常にまちの先導的役割を果たしておられ、本市に対しまして
も学校や公園の整備に合わせ、毎年のように多大な緑化樹木等
を、また近年では、新型コロナの影響を受けた市民病院へのご寄
贈を頂戴するなど、様々なご支援を賜り心から敬意と感謝を申し
上げます。

さて、現在、碧南市では、大ブレイクしているものがあります。
１つ目は、ふるさと納税です。事業開始以来、地道に地場産品

の魅力を再発見、発掘し続けた結果、現在では約900の返礼品
を揃えており、昨年度の寄附金額は29億7千万円で県内１位とな
りました。今年度も昨年度を超える寄附を頂戴しております。

２つ目は、碧南スケートボードパークです。24時間無料で利用
できる西三河初の公共施設です。オリンピック効果もあり、土日だ
けでなく、平日夜間も多くの方が利用しています。

今後も、地域資源を最大限活用し、交流人口の増加に向け、
魅力あるまちづくりを進めてまいります。

結びにあたり、西三河分区の今後の更なる発展と、会員の皆
様のご健勝とご多幸を心からお祈りして、お祝いの言葉といたし
ます。

国際ロータリー第2760地区 西三河分区
インターシティー・ミーティングの開催を、
心からお祝い申し上げます。伊藤ガバナー

補佐、平岩実行委員長始め会員の皆様方におかれましては、長年
にわたり、地域に密着した幅広い社会奉仕活動にご尽力いただ
き、感謝を申し上げるとともに、深く敬意を表します。

愛知県は今年、1872(明治５)年に現在の愛知県が誕生してか
ら、150周年という記念すべき節目の年を迎えました。この愛知
が、我が国屈指の産業力を備えた大都市圏として大きく成長でき
たのも、先人たちのたゆまぬ努力の賜物です。県政150周年は、
愛知の歩みを振り返り、郷土への愛着や誇りを改めてお持ちいた
だく貴重な機会です。この機会に、県民の皆様が地域の文化・歴
史・風土・産業等から愛知の魅力を再発見し、愛知に住んでいて
よかった、そして、将来も愛知に住み続け、より良い愛知をつくっ
ていきたいと思っていただけるよう、オール愛知で県政150周年を
盛り上げてまいります。引き続き、皆様の一層のご理解とご支援を
お願い申し上げます。

最後に、西三河分区の益々のご発展と、会員の皆様方のご活躍
を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

西三河分区ガバナー補佐

伊 藤  正 幸

国際ロータリー第 2760 地区西三河分区
ＩＭが多くの皆様に参加いただき開催さ
れることを心よりお慶び申し上げます。ま
たホストクラブである碧南ロータリークラブ

の皆様のご尽力に心より感謝申し上げます。
本年度ＲＩテーマは「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにする

ために」地区方針は「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～人類の危機を救うロータリー
になろう！」です。

昨年に引き続き今年度も様々な行事が新型コロナ感染状況に
左右されました。しかしできないのではなく、できることをやっ
ていく必要があります。時代は川の流れです。刻一刻と変化し、
いつまでも同じところに留まることはできません。ロータリークラ
ブも同じです。進化するためにチェンジし新しい時代に対応して
いく力が必要です。ロータリークラブはその力が十分あります。

そして、コロナゼロ・カーボンゼロ支援をお願いしています。
１クラブが少しの支援でも集まれば大きな支援になります。それ
はきっと人類の危機を救うことにつながります。ロータリーゼロ
バッジを着用しさらにこの支援の輪が広がることを願っています。

伊藤ガバナー補佐のリーダーシップにより、地域社会への奉仕
活動をしっかりとアピールしていけば、ロータリーの存在感がさ
らに高くなります。

このＩＭで西三河分区の皆様が親睦を深め、貴分区が益々発
展していくことを祈念申し上げ挨拶とさせていただきます。

ガバナー

沓 名  俊 裕

国際ロータリー第 2760 地区西三河分

区の 2021 ～ 2022 年度 IM( インターシ

ティ・ミーティング ) 開催に当たり、分区

内全員の登録を賜りご支援ご協力に衷心より感謝申し上げます。

本日は感染防止の企画の中ご来賓のほか、沓名ガバナーを始め

特別出席者と各クラブから多数の皆様をお迎えして盛大に開催

できます事を厚くお礼申し上げます。

シェカール・メータ RI 会長の「奉仕しよう　みんなの人生を

豊かにするために」、沓名俊裕ガバナーの「チェンジロータリー

　新時代の成長に！」～コロナゼロ・カーボンゼロ支援～、に

対して冒頭報告のように「ふうせんかずら」の種子を市民へ配布

いたしました。

実行委員会で検討の結果、東京大学史料編纂所教授の本郷

和人氏に「家康と西三河の武士たち」と題して、この地域と関

係深いご講演をいただくこととなりました。

皆様には有意義な一日となりますようご祈念申し上げ挨拶とさ

せていただきます。

IM 実行委員長

平 岩  統一郎

愛知県知事

禰冝田 政 信碧南市長

RI 第 2760 地区 ガバナー 沓名俊裕（安城）
RI 第 2760 地区 地区幹事  細井英治（安城）
RI 第 2760 地区 パストガバナー  田中正規（西尾）
RI 第 2760 地区 元地区幹事  内藤耕造（刈谷）
西三河分区 次年度ガバナー補佐  近藤清隆（西尾一色）
次年度 IM ホストクラブ会長  田中三千雄（西尾一色）
西三河分区 次年度分区幹事  神谷 林（西尾一色）

安 城 アイカ・マニックサリ（インドネシア）
 リー・カーマン（マレーシア）
知 立  何 静（中国）
西尾 K IRARA  汪 懌来 （中国）
三河安城  恩克郝日宝 （中国）

クラブ名 　会長名 会員数
刈　　谷 野村　紀代彦 100
安　　城 石川　義典 54
西　　尾 岡田　光祥 80
西尾一色 田中　三千雄 20
高　　浜 鈴木　隆昭 30
知　　立 大辻　明 56
西尾 KIRARA 米津　長治 56
三河安城 安藤　毅 64
碧　　南 新美　雅浩 63
　合計  523
  名


