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●本日のお弁当 
 
 大正館 

 

●本日のお客様 
 

 いちひめ雅楽会愛知支部 角谷百合子様、松本つなえ様、杉浦初野様 

雅楽楽器師 久松 誠様 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

明けましておめでとうございます。会員の皆様には令和 3 年

の新春を穏やかにお迎えいただいたと思います。心よりお慶び

申し上げます。今年はコロナの影響で、今日初めてお会いする

会員の皆様がほとんどだと思います。改めまして、本年もよろ

しくお願い致します。昨年の家族例会は会員の皆様のご協力の下

に収容率 15%で、人との距離が離れた家族例会でありました。本当に感謝申し上げます。あ

りがとうございました。 

 さて、碧南 RC も本日の新年例会が後半のスタートとなります。昨年はコロナの脅威に直

面した年でありました。今年はスタートから 1 都 3 県の緊急事態宣言が発令され、今日、1 都

11 府県に拡大されるかもしれません。このように大変緊張感のある状態でスタートさせてい

ただきます。コロナに対する行動変容をしっかりやらないと収まらないということで、やる

ことをきちっとやりたいと思います。碧南 RC の活動も緊急事態宣言が発令されましたら、

例会開催基準に基づいて対応し、会員の皆様にご案内致しますので、よろしくお願い致しま

す。会員の皆様にはお気を付けいただきたいと思います。 

 年の初めから暗い話ばかりしとってはいけませんので、少し明るい話をしたいと思います。

本年はコロナのワクチンの接種が希望者全員にできるということであります。国内景気見通

しも「良くなる」と回答した人が 42.9%もいるということであります。それから、1 月 10 日

岡本明弘会長 



には碧南青年会議所「新春賀詞交歓会」が内容を変更して「新春お披露目会」に形を変えて開

催され、力強くスタートされました。青年会議所の方が大きな声で話されまして、なんか元気

が出てきました。それから、ホルガー・クナーク RI 会長は年頭の講演会で「私たちは急速な

変化に負けず、この機会にロータリーを成長させる」と語られまして、コロナ禍がその変化を

早めたと言われております。そして、我が 2760 地区のガバナー事務所は 1 月 8 日から「第

2760 地区テレビジョン」というのをスタートされました。初回は名東 RC の食料支援の取り

組み、知立 RC の地区大会の取り組みが YouTube のライブ配信で行われ、非常に元気が出て

くる RC の活動でありました。 

 今年は昨年できなかったこともできると考えて準備をしていくことが大事であると思いま

す。碧南 RC の活動も緊急事態宣言が解除されましたら、コロナ対策をしっかりして、活動

レベルを上げながら粛々とやっていきたいと思います。2 月の IM、3 月の地区大会はどちら

もオンラインを取り入れています。碧南 RC の活動も IDM の開催、地区補助金を使用した伊

勢町公園の緑化事業、持続可能な RC への中長期戦略会議の開催、5 月の温故知新を考えた家

族会の開催、そして、6 月の最終夜間例会まで残り 6 ヶ月間の活動が「ロータリーは機会の扉

を開く」のテーマに沿って、形は当初の計画とは異なりますが、しっかりと準備をして、活動

していきたいと思います。会員の皆様のご協力をお願いしまして、皆様方のご健勝とご繁栄

をご祈念申し上げまして、令和 3 年の初めての挨拶とさせていただきます。 

 本年もよろしくお願い致します。 

 
 

  幹 事 報 告  
 

 明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話にな

り、ありがとうございました。今年もよろしくお願い致します。

幹事報告をさせていただきます。 

・ ロータリーレート変更のお知らせですが、RI 日本事務局よ

り 1月のレートのお知らせが届いております。現行 1ドル 105

円が 104 円になります。 

・ ガバナー月信 1 月号掲載のお知らせが届いております。 

・ ガバナー事務所より「2760 地区テレビジョン配信スタート」のお知らせが届いておりま

す。地区の皆様に必要なメッセージを届けるため、1 月から毎月配信の予定だそうです。 

・ ガバナー事務所より「知多 RC 終結」のお知らせが届いております。2020 年 12 月 14 日

をもちまして、知多 RC が終結したことのお知らせです。 

・ 今後の例会についてですが、情勢により、国、愛知県の緊急事態宣言発出の場合、7 月 1

日の例会にて配布しました「例会開催基準について」の通り、例会を取りやめますので、

その際には FAX にてご連絡させていただきます。よろしくお願い致します。 

・ 本日の例会終了後に 308 号室で第 7 回の理事会を行いますので、関係者の方はよろしく

お願い致します。 

 

 
 

鈴木泰博幹事 



 

  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  年末の家族例会、皆様のご協力で無事開催することができました。ありが 

藤関 孝典君  とうございました。 

鈴木 泰博君 

岡本 明弘君  令和３年の碧南商工会議所新春経済クイズで、昨年の「為替」が当たりま

した。大変良い品を頂きました。今年は１月から縁起が良いです。 

新美 雅浩君  年末の家族会で北海道のお米が当たりました。米粒がつやつやでとてもお

いしく頂きました。 

鈴木 泰博君  新年明けましておめでとうございます。良いことがありました。 

森田 英治君  昨年末の家族例会にて、卵をどっさりいただきました。ありがとうござい

ました。 

新美 宗和君  碧南警察署長様から感謝状をいただきました。コロナ禍の時期ですのでと、

ご挨拶はＤＶＤで受け取りました。 

木村 徳雄君  皆さん、新年おめでとうございます。今年もよろしくおねがいします。 

山中 寛紀君  新年おめでとうございます。コロナに限らず、新型のウイルスと人類との

戦いは、まだまだ続きそうですが、少しでも平和な世界が戻ることを祈る

ばかりです。 

角谷  修君  年末の家族会にて、チョコレートをたくさんいただき、ありがとうござい

ました。食べすぎました！ 

岡島 晋一君  明けましておめでとうございます。昨年末のクリスマス家族会の福引で、

２等の高級ハム詰め合わせが当たりました。有難うございました。年末の

巣ごもりの時の貴重な食糧になりました。 

杉浦 秀延君  新年例会 雅楽を奏楽させて頂きます。よろしくお願い致します。 

小林  尚君  父の葬儀に際しまして、ご会葬いただきありがとうございました。 

山口日出子君  新成人の皆様、おめでとうございます。皆様のご協力のもとで、成人式の

お支度が滞りなく済んだことを、大変感謝しております。新成人の皆様、

そしてご家族様、ありがとうございました。 

樅山 朋久君  妙福寺毘沙門さんの新年福引で１等当たりました。 

        商工会議所新春経済為替クイズで２等当たりました。 

長田 康弘君  年末の家族例会ありがとうございました。くじ引きで、シアトル産のチョ

コレートをいただき、ありがとうございました。 

 総会員数 65 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 13 名) 出席者 55 名 

 出席対象者 55／63 名 

  出 席 率    87.30％ 

 欠席者 10 名（病欠者 0 名） 



佐久間克治君  昨年の家族会では、会長の温情により、ローストビーフを頂きました。家

族みんなでおいしく頂きました。ありがとうございました。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 １日 山中 寛紀君   ２日 杉浦 栄次君  １０日 加藤 良邦君 

１７日 林  俊行君  １８日 鈴木 健三君  ２５日 長田 銑司君 

 

奥様誕生日 

 １日 岡本 明弘君の奥様 早百合様   ４日 黒田 昌司君の奥様 みゑ子様 

１１日 石川 鋼逸君の奥様  寛子様  ２０日 河原 康浩君の奥様  京子様 

２２日 山田 純嗣君の奥様  茅子様  ２９日 貝田 隆彦君の奥様  直美様 

 

結婚記念日 

 ２日 奥田 雪雄君・万里子様 ３６年    ３日 石川 鋼逸君・寛子様  １７年 

 

入会記念日 

８日 鈴木 洋君 

１０日 山田 純嗣君、黒田 昌司君 

１１日 鈴木 健三君、粟津 康之君 

１２日 奥田 雪雄君、山中 寛紀君、森田 雅也君、新美 雅浩君、長田 和徳君 

１３日 加藤 良邦君 

１４日 藤関 孝典君、永坂 誠司君 

１５日 岡島 晋一君 

 

「新年例会」 
 

「雅楽 越殿楽（えてんらく）」 

龍笛（りゅうてき）  杉浦秀延様 

   角谷百合子様 

笙（しょう）     松本つなえ様 

   杉浦初野様 

篳篥（ひちりき）   久松 誠様 

 

次回例会案内 
 

令和３年１月２７日（水） 

卓話「６５年目の碧南青年会議所」 

一般社団法人碧南青年会議所 理事長 杉浦晴太郎氏 


