第２９４６回例会 令和２年６月１７日(水)
●会長 伊藤 正幸
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2019-2020 年度

国際ロータリーのテーマ

誠司

■例会日
■事務局

毎週水曜日 12:30
■例会場
碧南商工会議所ホール
碧南商工会議所内
〒447-8501 愛知県碧南市源氏神明町 90
TEL<0566>41-1100
FAX<0566>48-1100
ホームページ：http://www.hekinan-rc.jp
E-mail:info@hekinan-rc.jp

■会報委員

鈴木きよみ・林 俊行・平松則行・石川鋼勇

●本日のお弁当
小伴天

会

長

挨

拶

最終例会でございます。普段も緊張しておりますが、今週 1
週間はとても緊張しておりました。今年度、31 回目の例会とな
る訳でございますけれども、本来なら 42 回でございまして、
何かサボっていたようで心苦しい気持ちでございます。
まずもって、平岩辰之君のご令室がご逝去されまして、先週

伊藤正幸会長

の例会の日にお通夜、翌日に告別式がしめやかに執り行われました。長い間、入退院の繰り
返しで、必死に病と闘っておられたとお聞きしております。お孫さんも段々と大きくなり、
これから穏やかな生活が始まる所でございました。まだお若く、悔やみきれない訳でござい
ますけれども、謹んでお悔やみを申し上げまして、ご冥福をお祈りしたいと存じます。
昨年の 7 月 3 日の第 1 回の例会で大変緊張の中、私のような者が 1 年間務まるかという大
きな不安でご挨拶を申し上げましたことが蘇って参ります。例会は毎回緊張しておりました
けれども、2 月の IM が最後となりまして、新型コロナウイルスの蔓延でロータリークラブに
おける正に一丁目一番地でありますクラブ奉仕が完全にフリーズしまして、歴史上初めて例
会が 3 ヶ月間開催できませんでした。私自身の緊張の糸が途切れてしまいましたことを会員
の皆様にお詫びを申し上げなければなりません。休会中に黒田幹事をはじめ、事務局の間瀬
さん、会員の皆様のご尽力とご厚志によりまして、新型コロナウイルス対策として最前線で
対応される碧南市民病院に社会奉仕活動がされましたことは、誠にありがたく、心より感謝
を申し上げる次第でございます。ロータリーの友情がこれほど素晴らしいものかということ
を改めて感じた次第でございます。
さて、今年度は 4 人の方にご入会をいただきまして、4 名が退会されることになりました。
先週、ご挨拶いただきました奥津さんは、昨年に転勤されておりましたけれども、親睦活動

委員長という責務を全うされようと、わざわざ年度替わりまで碧南 RC にご来臨をいただき
ました。お人柄と碧南 RC に対するお気持ちが私共に強く伝わりまして、ありがたく存じて
おりました。今後のご活躍を確信しております。また、新美惣英さん、石橋嘉彦さんの 6 月
末日をもっての退会届について、先週の幹事報告にて黒田幹事より報告をいただきました。
誠に淋しい限りではございますけれども、ご活躍をお祈り申し上げます。中部電力の石井さ
んも 6 月末日での退会届を出されております。平成 30 年 7 月にご入会をいただきまして、実
直で素晴らしいお人柄で、碧南 RC によく馴染んでご活躍をいただいた所ではございますが、
誠に残念でございます。お体の調子が悪く、本日ご欠席でございますが、新天地でのご活躍
とご健勝を心より祈念を申し上げます。退会される皆様には大変お世話になりました。碧南
RC の発展のため、そして、ご尽力いただきましたことを心より感謝申し上げます。ご健康に
ご留意されまして、益々のご活躍、そして、素晴らしい人生をお送りいただきますことを祈
念したいと存じます。
先日、ラジオを聞いておりましたら、情報を見極めるポイントとして、「だしいりたまご」
に気を付けてと外科医の先生がおっしゃっているということを話しておりました。特に新型
コロナウイルス以来、医学的根拠に乏しい様々な情報がマスコミはもちろんでございますけ
れども、最近ではネット情報として SNS 等で一気に拡散するということも起こっております。
そこで「だしいりたまご」でございまして、
だ・・・誰が言っている？
し・・・出典はある？
い・・・いつ発信された？
り・・・リプライ欄（返信欄）にどんな意見？
た・・・たたき（攻撃）が目的ではない？
ま・・・まずは一旦保留しよう
ご・・・公的情報は確認した？
ということでございます。普段のマスコミの情報にも十分当てはまるのではと感じておりま
す。
昨日、政府が行った新型コロナウイルスの抗体検査の結果が出まして、欧米よりも大幅に
低い陽性率でございました。PCR 検査をめぐって政府に対してマスコミが攻撃しておりまし
たけれども、感染者数の少なさもこれで明らかになったと思います。正に民度の違いであろ
うと存じております。愛情たっぷりの出汁の効いた健康的な食事を召し上がっていらっしゃ
る皆様には縁遠いお話かと存じますけれども、ご披露致しまして、最後の会長挨拶とさせて
いただきます。
最終例会もどうぞよろしくお願い致します。

幹

事

報

告

幹事報告をさせて頂きます。
・ 例会変更等は幹事報告書の通りでございます。
・ 現在、ロータリーの友の投稿数が落ち込んでおりまして、
減少傾向は恐らく 10 月まで続くと予想されます。会員の投
稿をお待ちしているとのことですので、皆様よろしくお願い

黒田泰弘幹事

致します。
・ 次週は休会になりますので、本日が最終例会になります。次回の例会より引き出しの位置
が変わりますので、書類はお持ち帰りいただきますよう、お願い申し上げます。
・ 出口での密を避けるためにネームプレートは自席のテーブルの上に置いたままでお帰り
いただきますよう、お願い申し上げます。
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＜出席奨励ニコボックス委員会＞
総会員数 68 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 12 名) 出席者 59 名
出席対象者

59／65 名
出

席

率

90.77％

欠席者 9 名（病欠者 1 名）

＜ニコボックス＞
１年間ありがとうございました。
伊藤 正幸君
杉浦

保子君

副会長のお役を退任させて頂きます。１年間ありがとうございました。感
謝です。

岡本

明弘君

１年間、会長エレクトとして努めさせて頂きました。ありがとうございま
した。

黒田

泰弘君

幹事として、１年間皆様には大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

鈴木

並生君

伊藤会長、１年間お疲れさまでした。色々あった１年でしたね。

長田

豊治君

ロータリー財団委員長として、１年間皆様にお世話になりました。ご協力
に感謝いたします。

平岩

辰之君

妻の通夜・葬儀には、ご会葬ありがとうございます。

山中

寛紀君

今年度、コロナの影響で大変なクラブ運営であったこと、会長幹事様他理
事役員の皆様には感謝申し上げます。また、米山記念奨学委員会には多く
の皆様ご協力有難うございました。

新美

雅浩君

１年間、クラブ奉仕委員長として大変お世話になりました。

長田

和徳君

新聞にのっちゃいました。

会員選考職業分類委員会、１年間お世話になりました。

榊原

健君

杉浦

栄次君

職業奉仕委員会、１年お世話になりました。ありがとうございました。

藤関

孝典君

会員増強委員会、１年間ありがとうございました。

永坂

誠司君

１年間大変お世話になりました。皆様のご協力に感謝致します。

大竹

密貴君

１年間、大変お世話になりました。とても勉強になりました。ありがとう
ございました。
クラブ会報委員会で碧南ロータリークラブ週報を委員さんに助けられ、無

鈴木きよみ君

事終える事ができました。感謝します。
鈴木

泰博君

１年間ありがとうございました。次年度もよろしくお願いします。

岡本

耕也君

１年間ありがとうございました。

杉浦

秀延君

去る５月２８日、母校愛知県立碧南工業高等学校に、トヨタ自動車ビーチ
バレーボール部川合俊一ＧＭ、ゴッツ石島、溝江明香両選手が来校され、
自社で作ったマスク、フェイスシールドを寄附していただきました。今後
もビーチバレーボールを通じて支援はもちろん地元企業として学校を応援
していただけるそうです。生徒の皆さんは大喜びでした。

貝田

隆彦君

小林

尚君

杉浦

邦彦君

国際奉仕委員長として１年間、大変お世話になりました。
碧南市の監査委員に選任されました。
出席奨励ニコボックス委員会、１年間大変お世話になりました。ありがと
うございました。
広報雑誌委員の山口でございます。１年間お世話になりました。

山口日出子君

最

終

例

会

「役員挨拶」
会長挨拶

伊藤正幸会長

先程もご挨拶を申し上げましたけれども、最後の例会という

伊藤正幸会長

ことで緊張しております。
かつて、先輩の会長が「ロータリーの会長を務める期間中は、何があっても新聞に出るよ
うなことをしてはいけない。」とおっしゃられていたことが頭に残っておりまして、自分自身
を戒めなければならないと思っておりました。段々とそのたがも緩んできてしまいまして、
いけないなと思った訳でございますけれども、任期は 6 月 30 日まででございますので、まだ
まだ気を抜いてはいけないと思っております。
マーク・ダニエル・マローニーRI 会長は、
「ロータリーは世界をつなぐ」というテーマで、
行動を起こすためのつながりを築こうというふうに呼び掛けられました。伊藤靖祐ガバナー
は、
「グローバルに考え 地域社会とつながり ロータリーを成長させよう」とおっしゃられま
した。私は創立以来、多くの先輩ロータリアンによってつながれた碧南 RC の良き伝統とい
う襷を未来へつなぐ役割に徹して、時代に即した楽しい居心地の良いクラブ運営を目指して、

会員の皆様と地域に喜ばれるロータリークラブを楽しみたいとご挨拶を申し上げました。そ
して、ガバナー賞への挑戦なども委員長や会員の皆様にお願いしてしまいまして、ご関係い
ただいた皆様に多大なるご協力をいただきましたことを心より御礼を申し上げたいと存じま
す。時代に即して変えるものは変え、変えてはいけないものは頑なに守り通すことこそ碧南
RC の伝統でありますと幾つかの場面でお話しをさせていただいたと思っております。
そして、本年度を振り返らせていただきますと、その場その場で無理矢理に変えざるを得
ない初めての出来事が次から次へと降り掛かって参りました。はじめは規定審議会のメーク
アップの 1 年間の有効でございます。これは紛れもなくロータリークラブの本質に関わるこ
とであったと思います。そうこうしているうちにマーク・ダニエル・マローニーRI 会長が名
古屋にお越しになりまして、黒田幹事と一緒にマーク・ダニエル・マローニーRI 会長と写真
撮影をしていただいたことは楽しい思い出として残っております。また、クリスマス家族会
では、AMEMIYA さんにお越しいただきまして、碧南 RC の創立以来の出来事を歌っていた
だいたことが心に残っております。そうこうしておりましたら年が明けまして、新型コロナ
ウイルスの世界的流行でございます。そして、例会の休止。クラブ奉仕がなされない中で、
ロータリークラブの本質でありますアイサーブ、職業奉仕を通じて会員お一人お一人が奉仕
の理想を追求するということが正にロータリークラブの理念でございましたけれども、アイ
サーブから外れてしまいますが、この世界的な危機に直面して会員の皆様のお力添えをいた
だきまして、碧南 RC としての姿を示させていただきました。正にこれこそ時代に即してお
り、その瞬間において必要とされるものに姿を変えていき、変わっていっても碧南 RC の本
質である慈しみ深い思いやりと友情、温かい包容力のあるリーダーシップ、そして、何より
チャーターナイトからの伝統でございます非常時には一致団結して、和やかさの中にありま
す強い意志と奉仕の心は変わらずに息づいていると感じた次第でございます。正にこのこと
を実感した 1 年でございました。黒田幹事にはふらふらする私をしっかりとサポートしてい
ただきました。杉浦副会長には至らぬ私の後ろからそっと見守っていただきました。誠にあ
りがとうございました。各委員長の皆様にはお役目をしっかりと果たしていただきました。
そして、会員の皆様には 1 年間ご理解とご協力、ロータリーの友情で温かく見守り、ご指導
いただきましたことを心より感謝申し上げます。
私にとりまして、長い長い 1 年でございました。これからも碧南 RC の発展に少しでも貢
献できますように頑張りますことを誓いまして、挨拶とさせていただきます。
1 年間、どうもありがとうございました。
副会長挨拶

杉浦保子副会長

今年度、当クラブの副会長を仰せつかり、会員の皆様の友愛
のお心をいただき、伊藤会長、黒田幹事のリーダーシップの下、
1 年間役目を務めることができました。
今年度後半は新型コロナウイルスで、当クラブのこれまでに
ない例会休会に戸惑いながら迎えた今日であります。次年度副会

杉浦保子副会長

長の藤関孝典さんにバトンをお渡しすることができると思うと、安堵致しております。会員
の皆様に感謝する次第でございます。
最後に恥ずかしながら本日の一句で締めたいと思います。
「許されて 任期満了 梅雨晴れ間」
簡単ではございますが、挨拶に代えさせていただきます。
ありがとうございました。
幹事挨拶

黒田泰弘幹事

1 年間の幹事が今月で終わりますが、無事にここまでこられ
たのも皆様のご協力があってのことだと痛感しております。
本年度は新型コロナウイルスの影響で、ロータリー活動が悉
く中止を余儀なくされまして、伊藤会長と山中先輩で行く予定

黒田泰弘幹事

であったハワイの土産話の 1 つも言うつもりでおりましたが、淋
しい限りでございます。例会休止が続く中、他クラブの幹事さんとも何度も連絡を取り合い、
お話しをさせていただきました。ロータリーの友 5 月号にも「オンライン会議のすすめ」と
いう投稿がございましたが、私も Zoom 会議がいつでもやれるように準備はしております。
しかしながら、会員の皆様の中には「ロータリーは会ってなんぼのもんでしょ。そんなこと
をして何の価値があるの。」というご意見があることも事実でございます。緊急事態宣言が解
除にはなりましたが、次年度以降もこの状況は続くのではないかと思われます。
最後になりましたが、皆様には引き続きご協力をいただき、次年度も碧南 RC が活気ある
クラブになるようにお願いをさせていただきまして、簡単ではございますが私のご挨拶とさ
せていただきます。
皆様、1 年間本当にありがとうございました。

次回例会案内
令和２年７月８日（水）１７：３０～
クラブ協議会「前年度決算報告・本年度予算の報告」

