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●本日のお弁当 
 
 大正館 
   

会 長 挨 拶  
 

失礼致します。日曜日から月曜日にかけて、大型で非常に強

い台風 10 号が九州地域を通過しまして、被害に遭われた地域

の方々には心よりお見舞いを申し上げます。猛暑の後は台風の

時期になります。会員の皆様にはコロナ対策と併せてお気を付

けいただきますよう、よろしくお願い致します。 

 本日は第 2760 地区の岡部ガバナーの公式訪問例会です。本来ならば、高浜 RC にホストを

務めていただきまして、衣浦グランドホテルでの合同例会の予定でしたが、コロナの 3 密対

策として別々の例会場でガバナーの卓話映像視聴によるビデオ訪問となります。コロナ対策

をしまして、今できる方法での公式訪問ですので、よろしくお願い致します。 

 例会が始まる前の 11 時 30 分から Zoom を使用してのオンラインで、碧南 RC からは私と

鈴木幹事が碧南商工会議所の会議室から、高浜 RC は近藤会長と石川幹事、ガバナー事務所

からは岡部ガバナーと伊藤地区幹事の 6 名で会長・幹事懇談会が開催されました。高浜 RC

の石川幹事の進行で各クラブの今年度の目玉イベント等の紹介をしながら、岡部ガバナーか

らご指導をいただき、和気あいあいとした雰囲気で懇談ができました。 

 本日はガバナー公式訪問ですので、1 枚の写真は「山岸ガバナーの公式訪問の写真」です。

写真左上は四日市 RC の九鬼ガバナーです。碧南 RC 創立総会後の 1959 年 6 月 17 日に九鬼

ガバナーが最初に碧南に公式訪問されました。九鬼ガバナーは創立時のご指導をいただいた

方であります。翌年、1960 年 10 月 12 日に浜松 RC の山岸ガバナーが公式訪問されました。

山岸ガバナーは伝説の碧南 RC チャーター伝達式にご出席いただいた方であります。それ以

降、毎年ガバナーが碧南 RC の例会場に公式訪問されております。当時のガバナーはオンラ

インで行うとかビデオメッセージで行うとかはできない時で、全てのクラブを訪問されてお
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りましたので、大変な役職であったと思います。毎年、高浜 RC と行っている合同例会にな

ったのは 1997 年 11 月 11 日、地区リーダーシッププラン（DLP）の先進地区として率先導

入された犬飼ガバナーの公式訪問からであります。2005 年は知立出雲殿で碧南 RC、刈谷 RC、

高浜 RC、知立 RC の合同公式訪問もありました。一色 RC との合同公式訪問もありました。

基本的にそれ以外は高浜 RC との合同ガバナー公式訪問が定着しております。こういうこと

があったことを会員の皆様にお伝えしまして、本日の会長告知と致します。 

 ありがとうございました。 

 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 第 3 回理事会報告につきましては、幹事報告書の通りでご

ざいます。 

・ 次回の例会は 9 月 16 日（水）の 17 時 30 分から碧南商工

会議所にて、インフォーマルミーティング「夕べの音楽」です。 

・ 9 月 23 日（水）は定款第 7 条第 1 節(d)(1)による休会となります。 

・ 第 1 回次年度役員指名委員会開催のご案内を関係の方のメールボックスに入れてありま

すので、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   

藤関 孝典君  本日のガバナー公式訪問よろしくお願いいたします。 

鈴木 泰博君   

伊藤 正幸君  第１回インターシティーミーティング実行委員会開催案内をさせていただ

きます。 

山中 寛紀君  先週は今月の結婚記念日のケーキ頂戴しましたが、妻と二人暮らしの我が

家では３日かけて味わせて頂きました。有難うございます。 

牧野 勝俊君  先日の卓話にてアイシンティルマーレバレー部を紹介させて頂き、ありが

とうございました。大変残念ですが、コロナ禍の影響もあり、今年度の参戦

を辞退いたしましたので、ご報告します。 
 

 総会員数 66 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 7 名) 出席者 48 名 

 出席対象者 48／58 名 

  出 席 率    82.76％ 

 欠席者 18 名（病欠者 0 名） 

鈴木泰博幹事 



ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 （ ビ デ オ 訪 問 ）  
 

第 2760 地区ガバナー 岡部  様 

 

 クラブの皆さん、こんにちは。私は 2020-2021 年度のガバナ

ーの岡部  です。名古屋北 RC の所属です。 

 さて、地区の重要行事のガバナー公式訪問が始まりました。本

来は個別で訪問するところではありますが、新型コロナウイルスの影響で、会場確保などの

問題が出て、貴クラブのようにやむなくビデオを活用した方法に切り替えざるを得ないとこ

ろも出てきました。誠に残念ではありますが、このビデオも一生懸命作成しましたので、短い

時間ではありますが、しっかりご視聴していただきますよう、よろしくお願い致します。 

 まずは、私の略歴です。生年月日は 1959（昭和 34）年 7 月 19 日で、現在 61 歳です。1986

年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業しまして、産業経済新聞社（サンケイ新聞社）に

入社し、東京本社営業局、編集局社会部、大阪本社、米国ニューヨーク業務留学等を経て、

1994 年に退社。同年、父親が経営するオカベ物流株式会社に入社。2001 年に代表取締役に

就任し、現在に至っております。団体役員としましては、愛知県トラック協会常任理事他、い

くつか務めております。趣味は剣道で、全日本剣道連盟認定剣道 3 段の資格を持っておりま

す。その他にはワインが好きですので、ワインエキスパートを 2004 年に取得。また、最近で

は JUIDA 認定ドローン操縦士として、ドローンを飛ばすのを楽しみにしております。一級小

型船舶操縦士の資格も持っております。 

 私は1月に最後のガバナーエレクト研修であるサンディエゴ国際協議会に行ってきました。

サンディエゴはロサンゼルスから車で南へ約 2 時間、メキシコとの国境近くに位置する温暖

な気候の街です。2,000 人を収容できる超大型ツインタワーホテルで協議会は行われました。

今年の国際協議会の基調演説では、ローターアクトのプレゼンが目立ちました。ホルガー・ク

ナーク RI 会長もローターアクトを重視しております。今年度もローターアクターが分科会に

参加しておりました。男性は千葉のローターアクター、女性は静岡のローターアクターです

が、大変熱心にトークに参加しておりました。これからが楽しみです。 

 ホルガー・クナークさんの紹介です。2020-2021 年度の RI 会長で、ドイツのヘルツォーク

トゥム・ラウエンブルク・メルン RC 所属です。1992 年にロータリーに入会しまして、青少

年交換等で大変な実績を挙げられたと聞いております。奥様のスザンヌ夫人と共にメジャー

ドナーで遺贈友の会会員として、ロータリー財団を支援されております。 

 RI 会長のテーマは『ロータリーは機会の扉を開く』で、ロゴマークの意味ですが、3 つの

扉は機会の扉を表現しております。扉はロータリー・ロイヤルブルー、ロータリー・ゴール

ド、ローターアクトのクランベリー・レッドの 3 色です。『奉仕活動で機会を多くの人に開こ

う』というような意味であります。 

 国際協議会におけるホルガー・クナーク RI 会長の講話を抜粋させていただきました。まず、

「ロータリーが唯一無二で、世界とシェアするに値する存在であるのはなぜでしょうか？」

と問い掛けておられます。それに対して答えは「多様性がロータリーを素晴らしいものにし
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ている。」とおっしゃっておられます。また、「変わらないもの、共有する価値観の 1 つに『四

つのテスト』があります。『四つのテスト』は誰にとっても同じです。ロータリーは奉仕プロ

ジェクトを実施し、やり遂げる機会を与えてくれます。」とおっしゃっておられます。さらに

「ロータリーはまた、リーダーシップの機会も与えてくれます。そして、人々のためにリーダ

ーシップへの道を切り開いてあげることこそ、真のロータリーの理念であり、そうすること

で皆さん自身がより効果的なリーダーとなります。どんな奉仕の行いも、インスピレーショ

ンを与えることで私たちを変える力をもっていることを知っています。」とおっしゃっておら

れます。ここで重要視されているのはリーダーシップです。皆さんご存知の通り、ロータリー

にはアイサーブがあります。アイサーブというのは、即ちリーダーシップのことで、リーダー

シップのある人を育てて、そして、その方がまた影響を与え、さらにリーダーシップを持った

人が成長していく。これがロータリーの発展につながる。そのように述べられております。そ

して、「ロータリーとは、クラブに入会するというだけでなく、無限の機会への招待です。私

たちの『中核的価値観』を基に、ロータリアンとして、この素晴らしい時にリーダーの役割を

務められることは幸いです。そして、テーマは『ロータリーは機会の扉を開く』です。」とお

っしゃっておられます。もう 1 つの変わらないものとして、『中核的価値観』を挙げられてお

ります。皆さんもロータリークラブに入会してから凄く人生が変わったということはござい

ませんか。そういう気持ちを今一度大事にしていただきたいと思います。 

 これらを受けて 2020-2021 年度の地区方針は『行動するロータリアン！世界で何かよいこ

とをしよう、TOGETHER！』― ロータリークラブの奉仕が、世界の平和につながってゆき

ます ― です。 

 地区ビジョンは「私たち第 2760 地区は、RI テーマをよく理解した上で、それぞれの地域、

クラブの特性を鑑みて『活力ある、個性に満ちた、多様性のある』クラブが活躍できる場所・

場面を提案・支援してゆきます。」です。クラブが中心ということです。 

行動指針は、 

１. クラブはロータリーの中心。クラブの活性化を図ろう。 

２. ロータリーファミリーとの連携強化をしよう。 

３. オンライン・ツール、リソースの活用をしよう。 

４. 会員増強をしよう。 

５. ロータリー賞へ挑戦しよう。（地区便覧参照） 

６. 国際大会（台湾・台北市、2021 年 6 月 12 日～16 日）へ参加しよう。 

以上の 6 つです。 

 クラブの皆さんにお願いです。 

１. 2021 年 3 月 14 日に愛知県国際展示場で、ハイブリッド地区大会が行われます。100%

全員登録運動にご協力ください。 

２. MY ROTARY がバージョンアップし、使いやすくなりました。是非、登録をお願いし

ます。 

３. ロータリー財団・米山記念奨学事業へのご寄付をよろしくお願いします。 

４. 台北国際大会へ参加しましょう。一生の思い出になります。 



以上の 4 つです。 

 それでは、つい最近、ホルガー・クナーク RI 会長から日本向けに綴られたメッセージがあ

りますので、ご紹介致します。 

 「皆さんこんにちは。ドイツより 2020-2021 年度 RI 会長のホルガー・クナークです。 

日本のロータリアンは職業奉仕の推進と親睦に対する情熱でも知られています。ここで強調

したいのは、ロータリーには過去の礎と未来への基盤があるということです。それは親睦と

職業奉仕です。これを忘れてしまっては、ロータリーは衰退し、その影響力を失ってしまうで

しょう。 

私たちは今、課題に直面しています。新型コロナの流行は私たちのロータリーの見方、世界

のロータリーの見方を変えました。困難を伴う時ではありますが、これは同時に機会の扉を

開くものです。ロータリーの活動の仕方を変え、地元や世界の地域社会により大きなインパ

クトをもたらすことができます。今こそロータリー再生の時、変革の時です。この新しい機会

を捉え、機会の扉を大きく開いていくために協力しなければなりません。 

全てのクラブがオンラインで例会を開催できるように支援する必要があります。会員がク

ラブに留まり続けるようにしていくことが重要です。『新しい日常』（ニューノーマル）に新た

な機会を見出せるかどうかは関心を引き、充実したバーチャル例会を開催することにかかっ

ています。日本は長年テクノロジーの分野で世界をリードしてきました。参加者の基盤を広

げ、クラブが効果的で興味深い会合を開き、ネットワークの機会、奉仕プロジェクト、ファン

ドレイジングのアイデア、充実した卓話、入会への魅力といった点で皆様にこのデジタル時

代にテクノロジーの活用でリーダーシップを発揮していただきたいのです。協力を通じての

みロータリーがこの危機から脱し、今まで以上に強くなれるのです。もちろん誰もが元の生

活に戻りたいと望んでいるはずです。しかし、ロータリーでは今こそ変革の時、革新的になる

時です。この機会を最大限に生かし、ロータリーが未来に備えられるよう力を貸してくださ

い。 

また、ローターアクターの参加を促し、若い会員と共に活動しましょう。彼らと一緒に新し

いこれまでとは異なるロータリークラブをつくってください。会費を低く抑え、効果を追求

すれば新会員に魅力を感じてもらえるクラブになるでしょう。日本でも同じだと思いますが、

ドイツではロータリーは価値観を共有するコミュニティだと言われています。ロータリアン

はビジネスや地域社会リーダーであり、ビジネス倫理、親睦、社会奉仕への誇りを持って活動

しています。これらの価値観を若い世代と共有することが特に重要です。ロータリークラブ

の会員となることで、彼らはこの価値観を学ぶことができるのです。地域内クラブが男女を

問わず若い入会候補者に働きかけるよう奨励してください。彼らこそ私たちの未来です。 

世界はロータリーのリーダーシップを求めており、私たちは共にリーダーシップを発揮し

ます。ロータリーへの皆様のコミットメントに心より感謝致します。私たちは共にロータリ

ーを成長へと導きます。皆様と一緒に成果あふれる 1 年とできることを楽しみにしておりま

す。 

「ロータリーは機会の扉を開く」とは奉仕する相手のみならず、私たち自身にも当てはま

ります。 



ありがとうございました。」 

 変化の時代に革命的であるべし。新型コロナに負けるな！クラブの皆さん、よろしくお願

い致します。 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和２年９月２３日(水) 定款第７条第１節(ｄ)(１)による休会 

令和２年９月３０日(水) 

卓話「実演販売から見たお客様を一瞬で惹きつけるコミュニケーション術」 

欲しくさせる専門家、プロ実演販売士 水野義邦氏 


