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会 長 挨 拶  
 

皆さん、改めまして、こんにちは。まずは、先週末に熱海市

内で土石流の悲惨な災害が発生してしまいました。今尚、行方

不明者の懸命な捜索が続けられているところでございますけ

れども、被害に遭われた方々に対しまして、心よりお見舞い申

し上げます。また、1 日も早い復旧をお祈り申し上げます。後日、

地区から義援金の要請があるかと思いますので、ご協力いただきますよう、お願い申し上げ

ます。 

 さて、この度、碧南 RC の第 63 代の会長を拝命致しました新美雅浩です。歴史と伝統ある

我がクラブの会長を拝命することは、非常に身に余る光栄で身の引き締まる思いでございま

す。会員の皆様のご協力を仰ぎまして、私自身の健康運と日々節度ある行動を保ちながら、何

とか 1 年間大役を務めて参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。また、森田雅

也副会長、粟津康之幹事の強力な後ろ盾をいただきながら、本年度の活動を進めて参ります。

新美雅浩会長 

岡本直前会長から新美新会長へ 鈴木直前幹事から粟津新幹事へ 



特段のお力添えをいただきます役員や理事や委員長の皆様、そして、会員の皆様にはどうぞ 1

年間ロータリーの友情をもってお支えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 さて、前年度の岡本会長並びに会長を支えられました藤関副会長、鈴木幹事におかれまし

ては、1 年間大変お疲れ様でした。年度当初よりコロナ禍という状況で、理事会や例会の運営

方法につきまして、色々と議論を積み重ねてこられました。そんな中で我がクラブとして独

自の運営方法を段階的に練り上げられてこられました。特にクラブ創設以来、初めて Web 上

で理事会を開催されました。5 月には 3 度目の緊急事態宣言が発出されまして、従来は例会

を休会してたんですけれども、敢えて例会を休会せずに全会員に向けて Zoom を使った例会

を公式に開催されておられます。感染の拡大が懸念される中で、クラブ奉仕の在り方に対し

まして、本年度に繋がるように道筋をきちっとつけていただきました。やむを得ない事情の

中でも、新しいスタイルの例会を取り入れることを実現されたというクラブの歴史に刻まれ

たと言っても過言ではないような画期的な英断と運営をされたのではないかと思いまして、

深く敬意と感謝を申し上げます。 

 本年度に入って、ワクチン接種が徐々に進みつつあるかと存じます。ただ、様々な変異株に

よる感染リスクがまだまだ遠ざかる段階ではない状況でございます。恐らく、本年度前半ぐ

らいまでは引き続き前年度と同じような感染対策を取りつつ、密を避けるような例会のスタ

イルを踏襲して参るつもりであります。そして、なるべく早い段階で本来のクラブ奉仕のス

タイルに移行できるように粟津幹事と共に理事会で見極めをして参りたいというふうに考え

ておりますので、引き続きご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 今日は 7 月 7 日ということで、七夕になります。ロータリーの会長らしく目一杯背伸びを

致しまして、七夕に因んで有名な短歌を古今和歌集の中から一句ご披露致しまして、ご挨拶

に代えたいと思います。 

「天の川 浅瀬しら浪 たどりつつ 渡りはてねば 明けぞしにける」 

紀友則という方が詠んだ句でありまして、織姫に会いに彦星が天の川を必死に渡るけれども、

浅瀬を知らなかったので、白波が立っているところを辿りながら探していたら、渡り切らな

いうちに夜が明けてしまい、織姫に会うことができなかったということであります。以上、ご

披露致しまして、会員の皆様からのご協力を重ねてお願い申し上げまして、本年度最初の会

長挨拶とさせていただきます。 

 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。 

・ ロータリーレート変更のお知らせということで、RI 日本事

務局より 7 月のレートのお知らせが届いております。現行

1 ドル 109 円ですが 111 円になります。 

・ ガバナー事務所より「2760 地区ゼロバッジ」が届いておりま

す。地区方針「チェンジロータリー 新時代への成長に！」～コロナゼロ・カーボンゼロ支

粟津康之幹事 



援～人類の危機を救うロータリーになろう！を掲げ、その想いを込めたバッジ「ゼロバッ

ジ」を作成しましたので、受納くださいとのことです。 

・ ガバナーエレクト事務所開設のお知らせが届いております。 

・ 桜の回廊プロジェクト委員会より「日本植物園協会 56 回大会、特別事業協賛のお礼につ

いて」植物園の歴史 DVD と RC 社会奉仕ガイドマップが届いております。 

・ ロータリー文庫運営委員会よりロータリー文庫電子図書館への移行を目指し、新年度のユ

ーザー名とパスワードを使い、Web サイトを通じた資料公開のお知らせが届いておりま

す。 

・ ロータリーの友電子版の ID とパスワードのお知らせが届いております。 

・ 碧南 RC 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 ID とパスワードは

幹事報告書に記載の通りです。 

・ 本年度のメークアップについては、前年度からのコロナ感染防止の流れで、当地区分区内

の全クラブのカードメークアップの受付を基本的にはしておりません。当地区に対しては、

伊藤ガバナー補佐、黒田分区幹事を通じて、再三再四にわたり本年度のメークアップ方法

の考え方についての確認を求めていましたが、現時点で回答を得られていない状況です。

従いまして、本年度としては当面の間、前年度を踏襲した形で週報をご覧いただくことで、

メークアップをされたものとして、出席扱いにさせていただくことをご報告申し上げます。

尚、この運用に変化が生ずる場合は、理事会での協議を踏まえ、改めて会員各位にご報告

をさせていただきます。 
 
 

  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

新美 雅浩君  第６３代会長を拝命いたしました。引き続き、２０２１－２０２２年度を

宜しくお願いいたします。 

岡本 明弘君  昨年は大変お世話になりました。本年は直前会長として一年間よろしくお

願い致します。 

長田 和徳君  今年、よろしくお願いします。 

森田 雅也君  １年間、副会長を努めさせていただきます。よろしくお願い申しあげます。 

粟津 康之君  一年間、幹事としての大役を務めていく所存です。なにぶんにも弱輩の無

知ですので、皆さまのご協力をよろしくお願い申しあげます。 

        生還しました。 

 総会員数 65 名 (内出席免除者 13 名の内出席者 11 名) 出席者 59 名 

 出席対象者 59／63 名 
  出 席 率    93.65％ 

 欠席者 6 名（病欠者 0 名） 



長田 豊治君  米山記念奨学委員長を拝命いたしました。皆様のご支援をお願いいたしま

す。又、来年２月のＩ.Ｍの準備を委員会幹事として進めますので、よろし

くお願い申し上げます。 

平岩統一郎君  Ｉ．Ｍ実行委員長として本年度宜しくお願いします。 

新美 宗和君  ロータリー財団委員会委員長を務めます。一年間よろしくお願いします。 

伊藤 正幸君  新年度になり新美会長のもと、心新たに１年間どうぞよろしくお願いいた

します。 

角谷 信二君  クラブ奉仕委員長を務めます。一年間よろしくお願いします。 

清澤 聡之君  本年度、副幹事を務めさせて頂きます。宜しくお願いします。 

        先日、東海ＴＶ番組スイッチに映ってしまいました。 

竹中  誠君  会員選考職業分類委員会、１年間お世話になります。 

山中 寛紀君  去る７月２日、碧南市健康を守る会の総会を無事終えることが出来ました。

このコロナ禍で出席者を限定しての会では有りましたが、新美会長さま、

鈴木会頭さまにはご臨席賜り誠に有難うございました。 

角谷  修君  ロータリー情報委員会、一年間お世話になります。よろしくお願いします。 

杉浦 栄次君  ６月２８日に長男に男の子の孫が産まれました。５代目を目指して元気に

育ってもらいたいです。 

永坂 誠司君  本年度会員増強委員長をおおせつかりました永坂です。一年間よろしくお

願いします。 

大竹 密貴君  本年度、会計と分区副幹事を務めさせて頂きます。どうぞよろしくお願い

致します。 

杉浦 保子君  今年度、職業奉仕委員会委員長を務めさせていただきます。一年よろしく

お願いいたします。 

鈴木きよみ君  本年度、青少年奉仕委員長を務めさせて頂きます。一年間よろしくお願い

致します。 

鈴木 泰博君  ６月３０日、交通安全観音建立式典を無事終えることができました。関係

していただいた方々に感謝いたします。 

岡本 耕也君  本日よりＳＡＡをつとめさせて頂きますので、よろしくお願いします。 

岡島 晋一君  今年度プログラム委員会委員長を勤めさせて頂きます。宜しく御願い申し

上げます。 

貝田 隆彦君  今年度、広報雑誌委員長を務めさせて頂きます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

杉浦 邦彦君  本年度、親睦活動委員会委員長を務めさせて頂きます。精一杯頑張ります。

宜しくお願いいたします。 

山口日出子君  今年度、国際奉仕委員長に任命されました、山口でございます。一年間よ

ろしくお願い致します。 

長田 一希君  今年度、出席奨励ニコボックス委員長を拝命致しました。一年間よろしく

お願い致します。 

 

 



＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

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 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 平岩 辰之君 

８日 小林  尚君 

２４日 水谷 文則君 

２９日 谷川 勝哉君 
 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「役員挨拶」 

会長挨拶 新美雅浩会長 

 

 改めまして、本年度、第 63 代の会長を務めることになりま

した新美雅浩です。私が当クラブに入会しまして、16 年が過ぎ

ております。私と同時期に入会された方々の中で、現在も会員としてお見えになるのが、山中

寛紀先生、副会長の森田雅也先生、会長エレクトの長田和徳さんの 3 名になります。本当に

あっと言う間に時が流れたなと思っておりますけれども、常々、この 16 年の中で色々な先輩

からロータリークラブについて、どういう団体なのかを勉強させていただきました。 

 最初はロータリークラブについての私の認識をお話ししたいと思います。ロータリークラ

ブは毎週開催される例会を通じて、皆様方のような地域の素晴らしいリーダーを育んできた

というふうに思っております。というか、地域のリーダーになるような方々を集めた団体と

言った方がわかりやすいかもしれません。そして、それぞれの会員がクラブ奉仕を通じて、親

睦や交流を重ねて、それぞれ人格形成を育んで研鑽に励むという理念が、目的に沿った形で

職業奉仕のあるべき姿を語り合いながら、自らの奉仕活動にフィードバックする、そういっ

た団体であるというふうに認識しております。従いまして、広く一般的に活動されてみえる

新美雅浩会長 



奉仕団体とは、一線を画す存在ではないかなと私は認識しております。そして、そのことが正

に団体としての評価であるというふうに私は思っております。 

 会長方針の最初のところで、本年度の RI 会長のシェカール・メータ氏のことを触れさせて

いただいております。シェカール・メータ氏はインド出身で、現在の全世界のクラブ数は約

36,000 クラブあるというふうに聞いております。会員数は約 1,200,000 人となっております。

発祥の地はアメリカなんですけれども、アメリカのクラブ数が約 7,600 クラブ、会員数が約

310,000 人で、もちろん世界一であります。その次に多いのがインドでございまして、クラブ

数も会員数もアメリカの半分ぐらいになります。因みに我が国のクラブ数は約2,300クラブ、

会員数は約 90,000 人ということで、世界第 3 位でございます。シェカール・メータ氏は本年

度の RI のテーマを「SERVE TO CHANGE LIVES : 奉仕しよう みんなの人生を豊かにする

ために」と提唱されておられます。奉仕をするというのは、誰かに恩を施すというふうに考え

るのではなくて、世界から授かった恩恵への恩返しをする機会であり、その機会を与えられ

ているというふうに考えて、誰かの人生だけではなく、自分の人生も豊かになりますと提唱

されておられます。年次目標では 4 つの優先事項を掲げられまして、それらによる行動計画

や目標を掲げられました。特に会員基盤を広げる、ここ 17 年以上横ばいになっております世

界の会員数を 10 万人増やしたいということであります。そのためにロータリーが史上最大の

変革をもたらす機会が訪れているというふうに言われております。その史上最大の変革をす

るためにより大きなインパクトをもたらす奉仕プロジェクトが必要であり、その奉仕プロジ

ェクトをやっていただきたいということを各クラブに求めておられます。 

 そして、それを受けた形で、第 2760 地区ガバナーの沓名俊裕氏は、地区方針を「チェンジ

ロータリー 新時代への成長に！」～コロナゼロ・カーボンゼロ支援～をテーマに掲げられ、

行動指針として 9 つ示されておられます。その中で「チェンジロータリー」というのがあり

まして、何をチェンジするのかということでございますけれども、これまで親睦を中心とし

て、内向きで陰徳を積むようなロータリークラブを変えましょう、外向きの奉仕団体を中心

とするロータリークラブに生まれ変わりましょう、そして、今の時代のニーズに合うような

ロータリークラブに変化しましょうということを述べておられます。そのためにはそれぞれ

のクラブの中に外向きの奉仕活動ができる組織を作り上げて、そこに多くの人員を配置して

ほしいと訴えておられます。 

 さて、RI や地区方針を受けまして、私は本年度のクラブ運営に当たりまして、今の時流に

流されることなく、次代に継承すべきこと、変えていかなければならないことをしっかりと

見極めつつ、「不易流行」の精神で「より活気と魅力に溢れる調和の取れたクラブ」を目指し

ていきたいと考えております。そこでクラブとしての 6 つの行動指針をお示し致しました。 

１. 不易流行 

いつまでも変えてはならない本質的なものや理念を守りながら、いかに新しい変化を取

り入れるか。クラブを退化させるのも進化させるのも、そのことに尽きるのではないか

なと思っております。 

２. 一層の会員増強 

世の中が大きく変わるここ 10 年先を見据え、現状の質の高い会員数を維持していくた



め、全ての会員の皆様のお力をお借りし、取り組みます。会員増強委員会がやるのでは

なくて、我々一人一人が新しい会員を勧誘することが必要ではないかなと思っておりま

す。 

３. 魅力ある例会づくり 

Rotary を元気よく楽しみ、fellowship を心から育むためにクラブの活性化と会員基盤の

強化に繋がるクラブ奉仕を実施して参ります。本年度はコロナ感染拡大のリスクもワク

チンの投与が進んで低減が期待される中で、何とか親睦や交流をできるような機会を増

やしていきまして、会員の皆様のご意見やご要望を取り入れた風通しの良いクラブにし

て参りたいなと思っております。 

４. カーボンニュートラルに向けた奉仕活動の実践 

地域住民のニーズに寄り添った緑化・環境保全事業を継続する中で、カーボンニュート

ラルに貢献すると共にクラブ活動の対外的な広報を通じて、ロータリー活動の公共イメ

ージ向上を図りたいと考えております。 

５. IM の主管 

クラブの総力を挙げて西三河分区 IM の開催を主管することにより、クラブ内の一層の

結束を高めていきたいと考えております。 

６. ガバナー行動指針の実践 

我がクラブから伊藤正幸ガバナー補佐を輩出しております。伊藤正幸ガバナー補佐のご

指導を仰ぎながら、不易流行の精神で、今できることをできる範囲で実践して参りたい

と思っております。 

 63 年の歴史を紡ぐ伝統あるクラブの更なる発展に向けまして、1 年間精一杯取り組んで参

る所存でございます。役員、理事、委員長、会員の皆様にはロータリーの友情をもって 1 年

間ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、本年度の方針説明とさせていた

だきます。 

 どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

副会長挨拶 森田雅也副会長 

 

 皆さん、こんにちは。本年度の副会長を拝命致しました森田

雅也でございます。私みたいないい加減な会員を副会長にご指

名いただいた会長には本当に感謝しております。ありがとうご

ざいます。 

 私は会長が提唱された「不易流行」という言葉が大好きだっ

たんですね。新しいもの好きなんですけれども、その中で何を残していかなきゃいけないか、

変えてはいけないのかということを常に考えながら仕事をして参りました。ですから、良い

会長の下で働けるなと感謝しております。それから、私は仕事柄、どちらかと言うと前に出る

よりも後ろから支えるのが得意な仕事をして参りました。ですから、私の本年度の方針は徹

森田雅也副会長 



底的に後ろから会長を支えるということを念頭に置いてやっていきたいなと思います。会長

がやられたいことを少しでもバックアップできれば本望だなと思って 1 年間やろうと思いま

す。でも、根っからのいい加減さがありますので、どこまでそれを理解していただけるかと思

っております。腹が立つことも多いかと思いますけれども、大目に見ていただければありが

たいなというふうに思います。それから、色々と新しい試みで Youtube をやられるというこ

ともあります。こういうものも私は個人的に大好きですので、会員の皆様のためになるよう

なことであるかどうかということを判断しながら、是非、会長と共に支え続けて、1 年間過ご

していきたいなというふうに考えております。 

 私の方針は会長を支えることだけですので、細かいことは何もありません。今日、6 つのこ

とを言っていただきました。これは私も同じようにやらなきゃいけないことだなと思って、

肝に銘じて 1 年間頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆さん、よろしくお願い致しま

す。 

 

 

幹事挨拶 粟津康之幹事 

 

 本年度の幹事を拝命しました粟津康之です。どうぞ 1 年間よ

ろしくお願い致します。幹事という役割は会長を支えることだ

と散々言われましたが、支えるとしても私は浅学菲才な人間で

すから、皆様のご協力なしには成し得ないと思いますので、ど

うぞよろしくお願い致します。 

 先程、会長から私よりも会長らしいという物凄く温かいお言葉をいただきましたが、ここ

に至る半年間で本来幹事がすべきことを会長に教わりながら、ほぼお任せの状態だったとい

うのは非常に恥ずかしい話なんですけれども、新美会長というのは杓子定規な話もされます

けれども、非常に温かい眼差しを持った会長でありますので、皆様で会長を支えていただけ

ればというふうに思います。 

 新美会長から幹事をやってくれと言われた時に確か私は、「あまりにもはまりすぎてません

か？」と言いました。皆様はあまりご存知ないかもしれませんけれども、私と新美会長はひょ

んなことから気が合ったりして、外国人のいる楽しい歌うところですとか、若い大学生を支

えるために飲み会を催したところですとか、年配の方がいる楽しいスナックに行きます。こ

れも新美会長の奉仕の精神でして、そこにお金を落とすんだということであります。そこで

女性陣と話しているかというとそうではなくて、この 10 年間ぐらい非常に熱いロータリーの

談義を新美会長から喧々諤々とご説明いただきました。ただ、コロナ禍で 1 年間そういう会

がなくなってしまったもんですから、ロータリーとは斯くあるべき、何たるべきかというの

をすっかり忘れてしまいましたので、初心に戻って色々なことを勉強しながら、1 年間幹事と

しての役割を全うしていく所存でございます。皆様のご協力をどうかよろしくお願い致しま

す。 

 ありがとうございました。 

粟津康之幹事 



 

 

次回例会案内 
 

令和３年７月２１日（水）は定款第７条第１節（ｄ）（１）による休会 

令和３年７月２８日（水）クラブフォーラム「各委員長方針説明」 


