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●本日のお弁当
大正館
●本日のお客様
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委員長 塩谷和久様（名古屋中ＲＣ）
副委員長 加藤久雄様（名古屋葵ＲＣ）
委員
八木生義様（名古屋名東ＲＣ）
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会員の皆様、こんにちは。1 月 13 日の新年例会以来というこ
とで、会員の皆様はお変わりないかと思いますけれども、愛知
県の緊急事態宣言が解除されましたので、3 月から例会を再開
させていただきます。ただ、愛知県は厳重警戒措置ですので、
引き続き気を付けていただきますよう、よろしくお願い致しま

岡本明弘会長

す。また、2 月 17 日に Zoom を使った連絡会、そして、2 月 20 日の IM をオンラインで視聴
出席していただきまして、誠にありがとうございました。特に IM は初めて完全な形のオン
ライン開催ということで、ロータリーの適応力を高めたものであったなと思います。碧南 RC
からは次年度の関係で 7 名の会員が碧信本店に出席しまして、新常態の IM を体験しました。

次年度は碧南 RC が IM の担当になりますので、よろしくお願い致します。
さて、3 月ということで、本日は碧南 RC 創立記念日の話をさせていただきます。ロータリ
ーの創立記念日は 1905 年 2 月 23 日ということをこの前の Zoom 連絡会でお話ししました
が、碧南 RC は 1959 年 3 月 5 日が創立記念日であります。碧南 RC といいますと、チャータ
ーナイトの件があまりにも強烈ですので、そちらのことは会員の皆様は良くご存知だと思い
ますけれども、創立記念日のことは今まであまり触れられてこなかったかなと思います。1953
年に碧南商工会議所が設立された時からロータリークラブ設立の話が出ていたようですが、
時期尚早で一旦は見送られました。1954 年に刈谷 RC が設立されまして、1956 年に碧南か
ら平岩さん、太田さん、石川さんの 3 名が刈谷 RC に入会されました。そこでロータリーの
ことを勉強されまして、1958 年頃に当時の盛田パストガバナーから刈谷 RC から碧南市を分
離してロータリークラブを設立したらどうだという話がありました。1959 年 1 月にスポンサ
ークラブを刈谷 RC にお願いしまして、特別代表に林虎雄さん、太田一造さんのご指導をい
ただきまして、準備会、練習例会を 7 回、刈谷 RC に会員が交互に例会出席、クラブフォー
ラム開催と準備を進め、3 月 5 日に九鬼ガバナーをお招きしまして、創立総会が開催されま
した。1 月に始めて 3 月 5 日ということですから、非常に短期間で創立までもっていったと
いうことであります。碧南 RC の特長である一致団結というのがここでも出たのかなという
ふうに思います。刈谷 RC のご指導、チャーターメンバーの方々の努力によって今の碧南 RC
があるのかなと思います。それからのことは皆様ご存知の通り、4 月 8 日に RI に正式認証さ
れまして、同日に最初の社会奉仕として水源公園に 300 本の桜を植樹しております。今日は
3 月 5 日に近いということで、碧南 RC の創立記念日の話をさせていただきました。
本日の例会も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。
・ ロータリーレート変更のお知らせです。RI 日本事務局より
3 月のレートのお知らせが届いております。現行 1 ドル 104
円が 106 円になります。
・ ガバナー月信 3 月号掲載のお知らせが届いております。

鈴木泰博幹事

・ 地区大会実行委員会より地区大会プログラム冊子と名札が届いております。現地参加の方
で体調が悪い、熱がある方は参加を控えていただくよう、よろしくお願い致します。
・ 安城 RC より西三河分区 IM のお礼と記念品が届いております。また、当日の講演会が 3
月 6 日から 3 月 13 日まで再配信されることになりました。視聴方法については後日案内
が届くということです。
・ ガバナー事務所経由、愛知県警察本部生活安全総務課様より地域安全対策ニュースが届い
ております。
・ 来週の IDM は夜間に開催予定でしたが、昼間の通常の例会の中で行います。お間違いの
無いよう、よろしくお願い致します。

・ 本日の例会終了後に 205 号室で第 8 回の理事会を開催致しますので、関係者の方はよろ
しくお願い致します。
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＜出席奨励ニコボックス委員会＞
総会員数 66 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 10 名) 出席者 57 名
出席対象者

57／61 名
出

席

率

93.44％

欠席者 9 名（病欠者 0 名）

＜ニコボックス＞
地区社会奉仕委員会

委員長

塩谷和久様

社会奉仕委員会の３名でお世話になります。

どうぞよろしくお願い致します。
岡本

明弘君

西三河分区ＩＭを無事終了することができました。会員皆様方のご協力に

藤関

孝典君

感謝いたします。

鈴木

泰博君

伊藤

正幸君

２月誕生日お祝いありがとうございます。

新美

雅浩君

還暦を迎え、心身とも健全であることに、ご先祖様に感謝しつつ、今後と
もクラブ活動を通じて充実した楽しい人生を送りたいと思います。
安城ＲＣ主管の本年度ＩＭにて、次年度ＩＭのＰＲをさせて頂きました。
オンサイト出席された皆様、大変お疲れさまでした。

森田

英治君

新入会員
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浩史君を紹介させていただきます。

平岩

辰之君

２月の誕生日プレゼントで古希祝いの胡蝶蘭を頂きました。ありがとうご
ざいました。

清澤

聡之君

竹中

誠君

黒田

泰弘君

先般、長田豊治さんにお世話になりました。
伊勢町公園の環境緑化整備事業、お世話になりました。
今月、還暦を迎えます。これまで無事に来れました事を皆さんに感謝致し
ます。

岡本

彰人君

社会奉仕委員長の岡本です。本日の卓話宜しくお願いします。

杉浦

秀延君

愛知県工業高校生溶接競技大会に、母校碧南工業高校機械研究部が出場、
アート部で優秀賞、産報出版賞をダブル受賞しました。生徒さんの努力が
実りました。引き続き応援よろしくお願いします。

山口日出子君

先日のＩＭで講師著書が当選いたしました。ありがとうございました。

牧

本日より入会させていただきます。よろしくお願いします。

浩史君

＜親睦活動委員会＞
会員誕生日
２日

杉浦

保子君

１６日

黒田

泰弘君（還暦）

１９日

長田

一希君

１９日

柴田奈生子君

２２日

粟津

康之君

奥様誕生日
２９日

大竹

密貴君の奥様

弥生様

結婚記念日
１６日

長田

和徳君・真由美様 ３０年

２７日

加藤丈太郎君・美恵子様 ５８年

入会記念日
３日

杉浦

保子君、牧

１５日

平岩統一郎君

１８日

鈴木

２３日

鈴木きよみ君

浩史君

並生君

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム
「地区社会奉仕委員会のコロナ禍における活動につ
いて、ＲＣＣ活動のご紹介」
地区社会奉仕委員会

委員長

塩谷和久様（名古屋中ＲＣ）

皆さん、こんにちは。只今ご紹介いただきました地区社会奉

塩谷和久様

仕委員会の委員長をしております塩谷和久です。この度は碧南 RC さんの卓話にお招きいた
だきまして、どうもありがとうございます。聞くところによりますと、3 月 5 日が創立記念日
で 62 年になるということで、非常に歴史あるクラブというふうに思います。私共、名古屋中
RC も昨年に 50 周年を迎えました。
私自身は名古屋中 RC に 2011 年に入会しまして、現在 11 年目、地区社会奉仕委員会に出
向しまして、現在 7 年目になります。昨年から地区社会奉仕委員会の委員長をさせていただ
いております。地区社会奉仕委員会は地区内の各クラブから出向していただいた 14 名のメン
バーで構成されております。その中で RCC 部門、環境保全部門、社会奉仕部門ということで、
大きく 3 つに分かれておりまして、それぞれの委員長が担当するというような形になってお
ります。今日は RCC グループの加藤副委員長にも同行いただいておりますので、RCC に関
して後でお話をいただこうと思っております。私は地区社会奉仕委員会全般のお話をさせて
いただこうと思います。
地区社会奉仕委員会は地区内の各クラブの皆さんが社会奉仕活動をやりやすいようにサポ
ートするのが主な役目です。そのために関連情報を積極的に各クラブに提供しております。
また、一方で各クラブそれぞれの 1 年間の活動内容の報告を受けて、それを 1 枚の CD-ROM
にまとめて発信するというようなこともやっております。
具体的な活動としては、例年 9 月に地区内クラブ社会奉仕委員長会議というのを開催して
おります。これは地区内の 85 クラブからそれぞれ社会奉仕委員長、RCC 関連の委員長、環

境保全の委員長の皆さんに集まっていただきまして、社会奉仕関連の講師の方にお話をいた
だくということを行いながら、情報提供をしております。
地区社会奉仕委員会は今年度、岡部ガバナーの方針を受けまして、子ども食堂をはじめと
する子ども支援関連事業に力を入れております。その他の活動と致しましては、各クラブか
らの依頼に応じて、今日のように地区社会奉仕委員が出向きまして、卓話をさせていただき、
それぞれの内容に関しての情報提供をさせていただくということをやっております。
現在、コロナ禍で多くの方々が苦しんでおられます。中でも貧困等で支援を必要としてい
る子どもたちが増えているということが大きな社会問題になっております。そんな子どもた
ちに日々の食料、居場所、教育機会を提供するということが今現在まさに必要とされている
社会奉仕活動じゃないかというふうに思っております。地区内でもその分野の活動をされて
いるクラブは沢山ございます。それらの情報を集めて、各クラブにお伝えするというのも私
共の役目となっております。今、日本国内において、本当に助けを必要としている方々の見え
ない存在、聞こえないニーズを見つけ出して、手を差し伸べる活動を広めていくのが社会奉
仕委員会の使命であるというふうに考えております。
最後になりますが、次年度の RI のテーマが「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするため
に」、2760 地区の方針が「新時代での成長に」に決まりました。コロナ禍を終える時代に相応
しいテーマだというふうに思います。
以上で私の話は終わります。どうもありがとうございました。

地区社会奉仕委員会

副委員長

加藤久雄様（名古屋葵ＲＣ）

皆さん、こんにちは。地区社会奉仕委員会 副委員長の加藤で
ございます。所属は名古屋葵 RC になります。少しだけ名古屋
葵 RC をご紹介させていただきます。名古屋葵 RC は日本のロ
ータリークラブの 100 周年を記念して設立させたクラブでござ

加藤久雄様

いまして、元々、事務局はありません。全部ネットでやるとい
うことで、その時で言わせれば画期的なクラブであっただろうなと思っております。事務局
がないということで、幹事に相当の負担が掛かっております。私は今年、2 回目の幹事をやっ
ております。
それでは、本題に入らせていただきます。まず、RCC という言葉を皆さん聞いたことがあ
るとは思うんですけれども、Rotary Community Corps の略で、ロータリー地域社会共同隊
でございます。これは 1985 年の RI 会長エレクトのマット・カパラスさんが、フィリピンの
政情の不安定さから、農村と都市部の貧困の差が激しく、農民の方々を救うがために始まっ
たのが最初でございます。その成果が出て 3 年後に RI の常設プログラムに採用されました。
RCC は一般の方たちがされる社会奉仕、青少年奉仕、職業奉仕、国際奉仕の活動を支援し
ております。ですので、我々ロータリアンが持つ知識やネットワークなどで側面から一般の
方たちに協力するというような形のものでございます。地域のニーズに応えて RCC を結成す

る、実際に行われているボランティアを支援するという形で RCC を結成するという 2 つが
あります。RCC は一定の期間で奉仕を遂げます。ロータリークラブは単年度事業で行ってい
くものでございますので、RCC は単年度事業の不便なところを埋めるものではないだろうか
と思います。
RCC はスポンサークラブが自由採用で行うものでございます。現在、全国に RCC は 34 団
体あります。その内の 17 団体が 2760 地区にございますので、2760 地区は RCC が多いと言
われております。それでは、2 年前に作りました DVD がございますので、見ていただければ
と思います。
ありがとうございました。現在はコロナ禍でございますので、なかなかこういう活動がし
にくい状況になっております。その中で昨年から注目されておりますけれども、名古屋名東
RC さんが支援されております「あいち子ども食堂ネットワーク」がございます。是非、碧南
RC さんも RCC を作っていただきたいなと思っておりますので、ご協力をお願い致します。
以上でございます。ありがとうございました。

次回例会案内
令和３年３月１７日（水）は定款第７条第１節（ｄ）（１）による休会
令和３年３月２４日（水）卓話「菜の花の黄色い絨毯で食育健康」
㈱ほうろく屋
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