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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、杉浦由利子様、杉浦初野様 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、改めまして、こんにちは。そして、少し遅くなりま

したけれども、新年明けましておめでとうございます。現在、

冬としては一番寒い時期を迎えております。こうして会員の皆

さんと新年を迎えることができました。そろそろ正月気分も抜

けた頃だと思いますけれども、碧南 RC として本年度後半の最

初の例会を迎えることができました。 

 まずもって、昨年の最終例会では第 3000 回の記念例会として、年忘れ家族会と兼ねた例会

になりましたけれども、大変多くの会員の方々やパートナーの方々にお越しいただきまして、

また 1 つ碧南 RC の歴史を刻むことができました。記念例会を設営し、盛り上げていただき

ました杉浦委員長をはじめと致します親睦活動委員会の皆様には、改めて心よりお礼を申し

上げます。どうもありがとうございました。 

 前回、第 3000 回の例会ということで、この例会をいつ、どのようなタイミングで、どんな

形で行うのかということについて、本年度が始まる前に何度か粟津幹事と意見交換をさせて

いただいておりましたけれども、丁度昨年の春先頃にコロナの第4波が襲来しておりまして、

緊急事態宣言が発出されておりました。その時に岡本直前会長のご配慮がございまして、流

行病が発生しても例会を取り消さずに碧南 RC としては初めての Web 例会を公式な例会とし

て理事会で決議していただきまして、実行することができました。そういった経緯がござい

まして、第 3000 回の例会のタイミングを読むことができまして、無事に計画的に事業として

新美雅浩会長 



開催できたという背景がございます。 

 西暦で例えますと、2000 年までが 20 世紀で、2001 年から 21 世紀という形になっており

ます。それを倣う訳じゃないんですけれども、物事のスタートが 0 から始まるのではなくて、

1 から始まることに越したことはないという考えで、本日は本年最初の例会を計画通り第

3001 回目という形でスタートさせていただくことができました。 

 本年度の後半ということで、まずは 2 月 19 日に予定されております西三河分区の IM では

碧南 RC がスポンサークラブになっております。それをはじめとしまして、3 月辺りに西端の

西荒居広場というところで、社会奉仕委員会の植樹事業が行われます。それから、4 月の春の

家族会という形で続いてまいります。 

 一方でご案内の通り昨年まではヨーロッパやアメリカで猛威を振るっていたコロナの変異

株のオミクロン株が今年に入って日本国内で既に市中感染が始まっておりまして、先週辺り

から加速度的に蔓延が始まっております。大変懸念される状態でございます。こうした現状

を考えまして、IM の具体的な開催方法や開催場所や内容について、本日の例会が始まる前に

緊急の IM 実行委員会が開催されました。企画内容を全面的に見直しするということを提案

し、決議がされたところでございます。規模を大幅に縮小しまして、会場をホテルグランドテ

ィアラ安城から碧南商工会議所に移して、尚且つ、全員登録という形は取るんですけれども、

全ての会員をこちらにお呼びするのではなく、会長・幹事に限定します。会場の様子は

YouTube で配信して、ご確認いただく形になります。それから、懇親会を中止します。そう

いったことを先程の IM 実行委員会で議論を重ねて、そういう方向で行うということになり

ました。今後になりますけれども、ガバナー方針でコロナゼロ・カーボンゼロということを再

三にわたって説明がされておりますので、より万全な感染対策をした上で速やかに 9 クラブ

に展開をしまして、お願いをしていくという形になるかと存じます。いずれにしましても、会

員の皆様にご協力いただきながら、大変なコロナ禍でございますけれども、本事業が安全に

実行できるようにお祈りしたいと思います。 

 本日は年が明けて最初の例会になりますけれども、調べてきた季節感のある一句がござい

ますので、ご披露したいと思います。 

「寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいるあたたかさ」 

俵万智さんの「サラダ記念日」から取り上げさせていただきました。 

 以上で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 1 月のレートのお知らせが届いております。現行

1 ドル 114 円から 115 円になります。 

・ ガバナー事務所より「第 9 回ワールドフード＋ふれ愛フェス
粟津康之幹事 



タ」チケット予約のお願いが届いております。 

・ ガバナー事務所より「エンドポリオ」エコバッグご購入ご協力のお願いが届いております。 

・ 名古屋和合 RC より「名古屋和合 RC50 周年・名古屋東山 RC25 周年記念事業 One Asia 

One Rotary キックオフコンサート…八神純子さんと共に」のご案内が届いております。 
 
 

  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  年末の年忘れ家族会・３０００回例会では、親睦委員会の杉浦委員長始め 

森田 雅也君  委員の皆様、お世話になりありがとうございました。ご出席の皆様もお疲 

粟津 康之君  れ様でした。 

岡本 明弘君  妻 早百合が、１２月１１日他界しました。葬儀は昨今の事情により近親者

で執り行わせて頂きました。 

加藤 良邦君  明けましてお目出とう御座居ます。お陰様にて正月３ケ日天候にも恵まれ

無事につとめる事が出来ました。深く感謝致します。 

鈴木 並生君  １月５日、商工会議所新年祝賀会が多数のご出席のもと盛大に開催できま

した。ありがとうございました。 

平岩統一郎君  Ｉ．Ｍ実行委員会へのご協力を宜しくお願いします。 

清澤 聡之君  第３０００回記念例会で会長賞を頂きました。ついでに妻に奪取されまし

た。本年も宜しくお願いします。 

山中 寛紀君  昨年の３０００回記念例会で、クジで当たったマカロン、大変美味しく頂

きました。当てて頂いた新美会長さまには心より感謝です。もうすでに第

６波に入り急速にオミクロン拡大中です。どうか皆様くれぐれもお気をつ

け下さい。 

大竹 密貴君  年末の家族会で「史上最強ステーキセット」をいただきました。一年の苦

労が報われたような気がして、飛び上がるほどうれしかったです。誠にあ

りがとうございました。 

杉浦 邦彦君  １２月１１日（土）に開催しました年忘れ家族会も無事に終えることが出

来ました。皆さんありがとうございました。 

牧野 勝俊君  男子バレー アイシンティルマーレが開幕より４連勝しました。Ｖ３リーグ

のトップを走っております。しかしながら、今月末の碧南大会はコロナ対

策により無観客でリモートに変更されました。皆様にはご迷惑をおかけし

 総会員数 63 名 (内出席免除者 13 名の内出席者 13 名) 出席者 58 名 

 出席対象者 58／63 名 
  出 席 率    92.06％ 

 欠席者 5 名（病欠者 1 名） 



ますが、お願いします。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 １日 山中 寛紀君（古希） 

 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 

 

奥様誕生日 

 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 

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 ３７年    ３日 石川 鋼逸君・寛子様  １８年 

 

入会記念日 

８日 鈴木 洋君 

１０日 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「平調 音取り、平調 越殿楽」 

龍笛（りゅうてき） 会員 杉浦秀延君 

    〃      角谷百合子様 

 鳳笙（ほうしょう） 松本つなえ様 

    〃      杉浦由利子様 

    〃      杉浦初野様 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和４年１月２６日（水） 

卓話「Ｉ．Ｍについて」 Ｉ．Ｍ実行委員会幹事 長田豊治君 


