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新入会員 小林清彦君 

 
 
 

 
 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

 失礼致します。碧南 RC の第 62 代会長を仰せつかりました

岡本明弘です。伝統のある碧南 RC の会長ということで、大変

身の引き締まる思いで、その責任の重さを痛感しております。

会員の皆様のご協力の下、1 年間精一杯努力していきたいと思

います。よろしくお願い致します。 
岡本明弘会長 

伊藤直前会長から岡本新会長へ 黒田直前幹事から鈴木新幹事へ 

小林清彦君 



 まずは、前年度の伊藤会長、会長を支えてこられました杉浦副会長、黒田幹事、大変お疲れ

様でした。期の途中からコロナ禍の中で、会員の皆様とのつながりを保ちながら、クラブ運

営、奉仕をされたということで、正に今我々がスタートする今年度の模範を示していただい

たと思います。このバトンをしっかりともらいまして、一生懸命頑張っていきたいと思いま

す。よろしくお願い致します。 

 私は 3 年前に名前に「徳」の字がある方から握手をされ、今この場に立っています。その

時はまさかロータリーがこのような状態でスタートするとは、全く思っておりませんでした。

今この場に立って、大変な船出になるなぁと思っております。幸いにも副会長に藤関孝典さ

ん、幹事に鈴木泰博さんがいらっしゃいまして、お 2 人とも偶然のいたずらのような縁でお

会いしまして、その時はまさかロータリーの場で一緒にやるとは思いもしませんでした。今

はこの時のために不思議な出会いがあったんだと思っております。役員、理事、各委員長様、

会員の皆様のご協力をいただき、1 年間碧南 RC 運営に取り組んでいきたいと思います。よろ

しくお願い致します。 

 さて、最初の挨拶なんですけれども、歴代の会長さんが非常に格調高い話をされておりま

したが、私はそういうのが苦手でして、実務的な挨拶になりますので、ご勘弁をお願いしたい

と思います。今回は今年度のスタートに際して、コロナの対応の話をさせていただきます。 

 今年度はコロナが収束していない状況で始まり、収束するかわからない段階で終わると思

います。地区の危機管理委員会では、危機の定義をしています。コロナが収束しない中では、

いかにリスクを低減して会員の皆様の健康、安心・安全な環境を作ることが大事だと思いま

す。6 月の第 3 回次年度理事会で、例会や理事会の開催基準を協議させていただき、どのよう

な状況であれば開催できるのか、開催方法はどのようにするのかを決定しまして、本日から

スタートさせていただいております。それから、もう 1 つは碧南 RC の決議機関であります

理事会をどのような状況下でも開催できる環境を作り、6 月にオンラインでのテスト理事会

を開催しました。やはり顔を合わせて話すことは大事だとよくわかりました。このような形

で今後状況が変わった場合は、理事会を開催して変更させていただき、会員の皆様にお知ら

せすることになります。 

 今年度は会員の皆様の健康第一、そして、安心・安全な例会の運営をしていきたいと思いま

す。今後、どうなるかわかりませんけれども、1 年間よろしくお願いをしまして、最初の会長

告知とさせていただきます。 

 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。 

・ 例会変更のお知らせということで、西尾、高浜、知立、西尾

KIRARA、三河安城はコロナ禍を考慮してビジター受付を

しないとのことですので、よろしくお願い致します。 

・ ロータリーレート変更については、現行 107 円になります。 
鈴木泰博幹事 



・ ガバナー事務所より、2021 年 RI 国際大会（台湾・台北）登録（早期割引）のご案内が届

いております。 

・ 碧南高浜防犯協会連合会より夏の安全なまちづくり県民運動の実施について「お願い」が

届いております。 

・ 碧南 RC のホームページ更新のお知らせということで、会員ページのパスワードが変更さ

れておりますので、ご確認をお願い致します。 

・ 例会の開催の基準についてという紙を皆さんに配布しておりますので、お目通しをお願い

致します。 

・ 本日の例会終了後に第 1 回の理事会をこの場で開催致しますので、関係者の方はよろしく

お願い致します。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

岡本 明弘君  本年度、碧南ロータリークラブ会長を務めさせて頂きます。会員の皆様、

宜しくお願い致します。 

伊藤 正幸君  小林清彦君を紹介させて頂きます。よろしくお願いいたします。 

新美 雅浩君  会長エレクトとして一年間宜しくお願い申し上げます。 

藤関 孝典君  本年度、副会長を務めさせて頂きます。一年間よろしくお願いします。 

鈴木 泰博君  幹事を務めさせていただきます鈴木です。一年間よろしくお願いします。 

鈴木 並生君  ６月３０日交通安全観音像建立式典が無事終わりました。加藤良邦様には

雨の中のお勤め、ありがとうございました。 

角谷 信二君  ロータリー情報委員長をつとめます。 

清澤 聡之君  今年度、国際奉仕委員長を賜りました。よろしくお願いします。 

森田 雅也君  青少年奉仕委員長１年間がんばりますので、よろしくお願い申しあげます。 

長田 和徳君  今年一年よろしくお願いします。 

服部 弘史君  今年度ＳＡＡを務めさせて頂きます。よろしくお願い致します。 

大竹 密貴君  昨年度に引き続き、今年度も会計を務めさせて頂きます。どうぞよろしく

お願い致します。 

林  俊行君  本年度、クラブ会報委員会委員長を仰せつかりました。１年間どうぞよろ

しくお願いいたします。 

小林  尚君  広報雑誌委員長をおおせつかりました。よろしくお願いします。 

 総会員数 65 名 (内出席免除者 14 名の内出席者 10 名) 出席者 61 名 

 出席対象者 61／61 名 

  出 席 率    100.00％ 

 欠席者 4 名（病欠者 0 名） 



杉浦 秀延君  今年度、親睦活動委員会委員長を拝命しました。１年間よろしくお願い致

します。 

樅山 朋久君  今年度、出席奨励ニコボックス委員長を務めさせていただきます。たくさ

んのニコボックスをお願いします。 

小林 清彦君  新入会員です。これからどうぞよろしくお願いします。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

１３日 伊藤 健児君   １５日 木村 徳雄君 

 

奥様誕生日 

 ５日 黒田 泰弘君の奥様 真美子様  １１日 植松 敏樹君の奥様  圭子様 

２０日 角谷 信二君の奥様  晴美様  ２２日 永坂 誠司君の奥様  るみ様 

２３日 清澤 聡之君の奥様  トキ様 

 

入会記念日 

１日 長田 銑司君、倉内  裕君、新美 真司君、小林 清彦君 

２日 岡本 明弘君 

３日 木村 徳雄君、角谷 信二君、清澤 聡之君、竹中  誠君、岡本 耕也君 

４日 長田 一希君 

５日 杉浦 勝典君、長田 豊治君、新美 宗和君、角谷  修君、黒田 泰弘君 

６日 森田 英治君、榊原  健君、鈴木 泰博君 

７日 加藤丈太郎君、平岩 辰之君 

８日 小林  尚君 

２４日 水谷 文則君 

 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「役員挨拶」 

会長挨拶 岡本明弘会長 

 

 先程は本年度のロータリー活動を行う前の段階の話をしま

したので、今からは本年度の碧南 RC の方針を説明させていただ

きたいと思います。よろしくお願い致します。 

 本年度、ホルガー・クナーク RI 会長のテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」です。ロ

ータリーは無限の機会の招待で、ポリオ根絶のように大規模なプロジェクトから、地域のさ

さやかなプロジェクトまで、奉仕する機会の扉を開いてくれます。また、リーダーシップの機

会、奉仕のアイデアを実行に移すために世界を旅する機会、生涯続く友情の絆を築く機会で

す。私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのために機会の扉を開いています。ロータリー

岡本明弘会長 



は共有する価値観の下に集まり、「4 つのテスト」を信じています。「4 つのテスト」は世界中

のどこに行っても共通です。これを中核的価値観（親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシ

ップ）を基に世界中で意義ある機会の扉を開いてくれます。 

 RI のテーマを受けて、第 2760 地区の岡部ガバナーの地区方針は「行動するロータリーア

ン！ 世界で何かよいことをしよう、TOGETHER！」です。今年度は日本のロータリー100

周年の年でもあり、奉仕活動を推進、世界平和、仲間を増やすということで、行動指針を示さ

れました。クラブはロータリーの中心、活性化を図る。戦略委員会を設置し、ビジョンを描

き、魅力を会員に伝える。新会員のリーダーシップを養成する。環境重視の奉仕プロジェクト

を行って、クラブの活性化、会員増強につなげるよう示されました。 

 これを受けまして、碧南 RC の今年度の方針です。最初に触れる事項は、ロータリーの奉

仕の捉え方は創立からのロータリーの考え方と RI が提唱している新しいタイプのロータリ

ーの考え方があります。本年度は両者のバランスを取る年度であると考えます。 

 1 つ目の方針を「温故知新」としました。故きを温ねて新しきを知る。将来の碧南 RC を考

える意味でも、現在という「点」ではなく、「線」で考えてみたいと思います。現在を正しく

判断するためにクラブの過去の奉仕活動を確かめながら、現在を正しく判断し、奉仕の機会

につなげていきたいと思います。 

 2 つ目は「中長期戦略会議の開催」です。地区方針指針でもあります少し先の未来の碧南

RC を考えながら、その魅力を会員の皆様に伝えたいと思います。今の段階ですけれども、そ

ういった問題があって、それをこういうふうにしたいねということを次年度に引き渡しをす

るのが私の使命かなと思っております。 

 3 つ目は「環境を重視した奉仕活動の実践」です。地区補助金を使用して地域住民の皆様と

共に公園緑化整備を行い、公共イメージ向上、クラブ活性化、会員増強につながる奉仕活動を

したいと思います。 

 4 つ目は「I.D.M（炉辺会合）の開催」です。入会 3 年以内の会員には、リーダーシップの

養成、交流をクラブ全体で行い、退会防止、会員増強につながる活動をしていきたいと思いま

す。 

 色々申し上げましたけれども、本年度がコロナ禍の中でも「ロータリーを楽しむ機会の扉

を開く」ように頑張りたいと思います。会員の皆様、1 年間よろしくお願い致します。 

 ありがとうございました。 

 

 

副会長挨拶 藤関孝典副会長 

 

 皆さん、こんにちは。今年度、副会長を務めさせていただく

ことになりました藤関です。1 年間よろしくお願い致します。 

 昨年、岡本会長より色んなお話をお聞きしました。来年は東

京オリンピックが開催されるので、オリンピック例会をしたい

なとか。最終例会は第 3000 回になるので、記念例会を開くよう
藤関孝典副会長 



にしようとか。会員との親睦を深めるために夜間例会をたくさん増やして楽しい例会にしよ

うというような話がありまして、色々と考えておられるんだなぁと思っておりました。そう

こうしていたら、新型コロナウイルスの感染拡大によって、色々な事業の見直しをされて、事

業計画を変更されたと思います。今後は事業や例会がどうなるかわかりませんけれども、副

会長として微力ではございますが、会長の補佐ができるように 1 年間務めさせていただきま

す。今後とも皆さんのご協力をよろしくお願い致します。簡単ではございますが終わらせて

いただきます。 

 ありがとうございました。 

 

 

幹事挨拶 鈴木泰博幹事 

 

 今年度、幹事を務めさせていただきます鈴木泰博と申しま

す。岡本会長と藤関副会長の足を引っ張らないよう、頑張って

やっていきたいと思います。 

 私は 2011 年の入会ですので、決して古い方じゃないなと思

っております。岡本会長が木村さんから会長職を言われ、受けた

途端に私に幹事のことを言われました。元々、岡本会長とは平成 12 年からご縁がありました

ので、岡本会長の下なら喜んでやらせていただきます。 

 コロナの関係で色んな行事が飛んでしまっております。今年は今日がスタートなんですが、

今までの行事の中でかなりなくなっているものがありまして、できれば色んなことを考えて、

今年 1 年間できるだけ予定通りに進めていきたいと考えております。これには会員の皆さん

のご協力とご理解がないと上手く進められませんので、何か気になることがありましたら、

私にどんどん言っていただいて、より良い例会活動をしていきたいと思っております。簡単

ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。 

 1 年間よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和２年７月１５日（水） 

 クラブフォーラム「各委員長方針説明」 

鈴木泰博幹事 


