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●本日のお弁当
大正館

会長・幹事バッチ伝達

新美直前会長から長田新会長へ

会

長

挨

粟津直前幹事から清澤新幹事へ

拶

皆さん、こんにちは。
先週は 6 月末とは思えないような暑い日が続きました。こん
な毎日が続いてしまったらどうなるかと思いましたが、今週は
梅雨が戻ったような日が続いておりまして、何とか過ごしやす
くなってきたと思います。

長田和徳会長

さて、この度、碧南 RC の第 64 代の会長を拝命致しました長田和徳です。1 年間よろしく
お願い致します。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
で恐縮しております。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 年間大役を務めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い致
します。また、平松則行副会長、清澤聡之幹事のご協力をいただきながら、本年度の活動を進
めてまいります。本年度、ご協力をいただきます役員・理事・委員長の皆様と会員の皆様に
は、ロータリーの友情をもって楽しい 1 年間にしていきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願い致します。
さて、前年度の新美会長並びに会長を支えられました森田副会長、粟津幹事におかれまし
ては、1 年間大変お疲れ様でございました。まさかコロナの影響がここまで続くとは思っても
みませんでした。この 2 年間で理事会や例会の運用方法がかなり変わってまいりました。そ
れに伴いまして、例会の動画を見ることのできるシステムを導入していくことで、メーキャ
ップも今の時代に合ったものになりました。例会の卓話もネットを活用することで、今まで
呼べなかった講師のお話を聞くことができました。碧南 RC は休会することなく、昨年末に
は 3000 回例会を開催できたことも大きな収穫だったと思います。
昨年からコロナのワクチン接種が本格的に始まって、皆さんも 3 回の接種をされたのでは
ないかと思います。最近、若干感染者数が増えていることが気にはなりますが、全体的には沈
静化に向かっているように思います。しかしながら、病気というものは油断大敵で、気を許す
とあっという間に蔓延することもありますし、新型が出てくる可能性もあります。なるべく
早く島形式の例会をやりたいと思っておりますので、最後まで気を抜かずに感染対策をしっ
かりやっていきたいと思います。引き続きご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。
こんな私ではございますが、温かく見守っていただき、挨拶も少しは教養のあることを話
せるように努力していく所存でおりますので、1 年間よろしくお願い致します。
これで第 1 回目の会長挨拶とさせていただきます。

幹

事

報

告

幹事報告を申し上げます。
・ 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 127 円から 136 円に変わりました。
・ 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。

清澤聡之幹事

・ 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めざし、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、パスワードのお知らせでございます。ID、パスワードは各自でご
確認をお願い致します。
・ 碧南 RC のホームページ更新のお知らせでございます。会員ページの ID、パスワードは
各自でご確認をお願い致します。
・ 2022-23 年度地区研修・協議会実行委員会より「地区研修・協議会報告書」が届いており
ます。
・ 本日、例会終了後に理事会がございますので、ご出席いただきますよう、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＞
総会員数 60 名 (内出席免除者 13 名の内出席者 11 名) 出席者 54 名
出席対象者

54／58 名
出

席

率

93.10％

欠席者 6 名（病欠者 1 名）

＜ニコボックス＞
今年度よろしくお願いします。
長田 和徳君
新美

雅浩君

昨年度は色々とお世話になりました。本年度直前会長としてかげながら長
田会長を応援して参ります。宜しくお願いします。

角谷

信二君

一年間よろしくお願いします。

平松

則行君

本年度副会長に就任します。よろしくお願いします。

清澤

聡之君

精一杯頑張りますので、１年間宜しくお願い致します。

加藤

良邦君

去る６月３０日、交通安全観音像供養つとめさせて頂きました。鈴木泰博
会長他の交通安全協会の役員の皆様に大変お世話になりました。

木村

徳雄君

本年度米山記念奨学委員会委員長をつとめます。皆様のご協力を宜しくお
願いします。

山中

寛紀君

今年度ロータリー財団委員会長職を拝命致しました。心より皆様のご支援
ご協力をお願い致します。

黒田

泰弘君

本年度、国際ロータリー第２７６０地区防災対策委員会委員として、前年
度同様、各クラブを訪問する事になりました。また胃の痛くなるような日々
が続きますが、皆様よろしくお願い申し上げます。

杉浦

栄次君

副幹事として１年間、勉強と準備をさせて頂きます。宜しくお願いします。

服部

弘史君

本年度、会員増強委員長を務めさせていただきます。よろしくお願い致し
ます。

大竹

密貴君

今年度も会計を務めさせて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。

鈴木

泰博君

今年度、クラブ奉仕委員長をつとめさせてもらいます。一年間よろしくお
願いします。

石川

鋼逸君

本年度より親睦活動委員会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。

樅山

朋久君

一年間ＳＡＡを努めさせていただきます。よろしくお願いします。

長田

康弘君

プログラム委員長を努めさせていただきます。一年間よろしくお願いいた
します。

牧野

勝俊君

広報雑誌委員会委員長を努めさせて頂きます。一年よろしくお願いいたし
ます。

鈴木

先日、中部経済新聞とたんぽぽニュースに、弊社自社ブランド「スズキア」

洋君

を掲載して頂きました。みなさん、１家に１台、ダンボールトイレの「スズ
トイレ」のご購入おまちしております。
本年度、クラブ会報委員長をつとめさせていただきます。１年間よろしく
お願い致します。
小林

今年度、出席奨励ニコボックス委員会の委員長をつとめさせていただきま

清彦君

す。よろしくお願いします。
当施設で行っている参議院の不在者投票の様子が、明日１８：１０からの
ＮＨＫで放映される予定です。
＜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、小林

２日

岡本

明弘君

３日

木村

徳雄君、角谷

４日

長田

一希君

５日

杉浦

６日

森田

８日

小林

尚君

２９日

谷川

勝哉君

清彦君
信二君、清澤

聡之君、竹中

勝典君、長田

豊治君、新美

宗和君、黒田

英治君、榊原

健君、鈴木

誠君、岡本

耕也君

泰弘君

泰博君

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム
「役員挨拶」
会長挨拶

長田和徳会長

改めまして、本年度、第 64 代の会長を務めることになりま
した長田和徳です。私が当クラブに入会しまして、もう 17 年

長田和徳会長

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、昨年度の副会長の森田雅也先生、昨年度の会長の新美雅浩さんの 3 名に
なります。本当にあっと言う間に時間が過ぎたなと思っておりますが、この 17 年間で先輩方

からロータリークラブについて、色々と勉強させていただきました。
本年度の RI の会長はジェニファー E. ジョーンズさんで、ロータリークラブの歴史の中で
初めて女性の方が RI の会長になられました。ジェニファー E. ジョーンズさんは、カナダの
ウィンザーにあります Media Street Productions Inc. という映像会社の創業者兼社長、ウィ
ンザー大学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会議所の会頭を務めたほか、その奉仕
活動が称えられ、YMCA PeaceMedallion、Queen's Diamond Jubilee Medal を受勲し、カナ
ダ人初のウェイン州立大学 Pecemaker of the Year Award を受賞されました。また、法学の
博士号（LL.D.）を有しておられます。
ジェニファー E. ジョーンズさんは、ロータリーの「多様性、公平さ、インクルージョン
（DEI）に関する声明」の重要性を理解しておられます。
「多様性、公平さ、インクルージョ
ン（DEI）を最優先し、女性会員や 40 歳未満の会員を増やすにはリーダー陣がこれを実践し、
そのメンバー構成に反映させて行く必要がある」と説いておられます。
「インクルージョン」というのが私はわからなくて、ネットで調べてきました。
「インクル
ージョン」とは、企業内で多様な人々がお互いに個性や価値観、考え方を認め合い、一体感を
持って働いている状態、あるいは平等に機会が与えられた状態を指します。この場合、
「イン
クルージョン」の対象は人の属性となります。男性・女性という「性別」、日本人・外国人と
いう「国籍」、障がいの有無、介護対象の有無など、企業にはさまざまな属性の人間がいる。
それらの違いを受け入れ、むしろ活かしていくことが企業には求められております。
また、ポリオ撲滅もあと一歩まできました。やさしさ、希望、愛、平和を想像してください。
だからこそ、「イマジン ロータリー」がテーマとなります。
それを受けまして、第 2760 地区の篭橋美久ガバナーは、
「未来を描こう、笑顔でつなごう」
という地区方針を掲げられました。一人一人のチャレンジを力にして、変化に対応できるク
ラブづくりを目指していこうということです。
活動方針として、
① 地域社会に役立つクラブになろう
② 会員の増強をしよう
③ 変化に対応できるクラブへ
④ 計画的なクラブ運営・活動を実施しよう
⑤ インパクトのある奉仕活動を実施しよう
⑥ ロータリーファミリーとの連携を強化しよう
⑦ ポリオ撲滅への貢献
⑧ ロータリー賞、ガバナー特別賞へ挑戦しよう
⑨ 国際大会（メルボルン）へ参加しよう
という 9 つの項目を掲げられました。
奉仕活動の本質は笑顔にあるとガバナーは言われておられます。私たち自身が笑顔を忘れ
ず、一人でも多くの人たちを笑顔にしていくということが大切です。ロータリーがこれまで
蓄積してきた過去の実績を踏まえ、さらに多くの笑顔に溢れた未来を実現していきましょう。
そのためには、今の時代に即した改革が必要です。過去に学び、未来を想像しながら、近隣ク

ラブやロータリアン同士が知恵を出し合いながら、一丸となって活動を進めていこうと提唱
されました。
本年度、碧南 RC は地区方針を受けて、
「笑顔のたえないクラブ運営」を柱に進めていきた
いと思います。この 2 年間のコロナ禍の影響で、例会もままならず、ロータリークラブ活動
の本来のコミュニケーションが希薄になってまいりました。ここで原点回帰をはかり、碧南
RC のメンバーが笑顔のたえない親睦の和を広げて、今の時代に柔軟に対応できるクラブを目
指して、以下の年度方針を掲げさせていただきました。
１. 変化に対応できるクラブを目指す
この 2 年間のコロナ禍で、色んな意味で物事の価値観が変わってきました。我々、碧南
RC も伝統を守っていくことは一番ではありますが、今の時代に求められる変化に追従
していくことも必要だと思っております。例会もネットを活用して、講師の幅を広げて
楽しいものにしていきましょう。
２. ロータリーファミリーとの連携強化
ここで言うロータリーファミリーとは、メンバーの皆様の家族のことであります。現在
のメンバーでも「亭主関白」なんて言っておられる方は、稀有だと思っております。平
均寿命が 80 歳越えの男女平等を掲げる今では、「夫婦共存の時代」であります。是非、
コロナも終焉に近づいた本年度は、家族会でご子息・お孫さんを含めたファミリーでの
ご参加をお願いしたいと思っております。
３. インパクトのある奉仕活動を実施
とはいえ、地区からの方針も社会奉仕について、言及されております。我が碧南 RC は、
会員間の親睦を柱に本来のロータリー精神に則って、時代の変化にもついていかなけれ
ばなりません。社会奉仕活動も対外的には必要なことだとは認識しております。本年度
は緑化活動として、リニューアルされた藤井達吉現代美術館の緑化と憩いの場のベンチ
の設置を予定しております。
４. 会員増強
碧南 RC も歴代の先輩方の退会等で、ついに 60 名代を割りそうな雰囲気でございます。
流石に今後の碧南 RC を維持していく為には、会員の増強は不可欠であると思っており
ます。誰でも入れていいとは思ってはおりませんが、会員皆様の情報を密にして、掘り
起こしを進めていきたいと思っておりますので、気になる方がおられましたら、本年度
の会員増強委員の方へ情報提供をよろしくお願い致します。
５. ガバナー行動指針の実践
篭橋ガバナーは本年度において、9 項目の活動指針を掲げられました。この活動指針の
全てが碧南 RC でできることだとは思いませんが、粛々とできることから我がロータリ
ークラブでも取り組んでいきたいと思いますので、ご協力をお願い致します。
64 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、私なりに 1 年間精一杯取り
組んでいく所存でございます。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。

ありがとうございました。

副会長挨拶

平松則行副会長

失礼します。
只今ご紹介に与りました本年度の副会長を仰せつかりまし
た平松則行です。私は碧南 RC に入会して 10 年という浅い経
験の中で、これほどの大任をいただき、嬉しくも責任感の重さ

平松則行副会長

を感じております。
本年度の長田会長は、
「笑顔のたえないクラブ運営」というスローガンを掲げておられます。
私も微力ながら会長の足を引っ張らないようにそれなりに頑張っていきたいと思います。
それから、余談になりますけれども、私は 3 年前に大きな病気になりまして、出席が非常
に悪かったんですけれども、本年度は全出席をする覚悟でおりますので、よろしくお願いし
ます。
まだまだ経験の浅い私ですが、1 年間頑張っていきますので、よろしくお願いします。

幹事挨拶

清澤聡之幹事

失礼致します。
本年度、幹事を務めさせていただく清澤聡之と申します。年
数でいきますと、意外と長いでございます。会長エレクトであ
られる角谷信二さん、竹中誠さんと同期の 21 年になります。

清澤聡之幹事

お寺の業界ではそこそこ頑張ってきたつもりですが、昨年 1
年間、副幹事をやらせていただいた折に色んなところへ出向かせていただいたら、私には訳
のわからないことが多かったです。長田さんの足を引っ張るどころか袖に縋って付いて行か
にゃいかんと思って、必死の思いでやらせていただいております。
色んなところへ出席して初めてわかったことですけれども、顔を覚えないかん、名前を覚
えないかん、内容を覚えないかん、幹事の一番大事なことはということで、喋るよりも事務を
やれということでございまして、余分なことを避けてということでございます。
浅学非才な私でございますけれども、何卒皆さんのお力を頂戴しながら進めてまいりたい
と思います。
この 1 年大変お世話を掛けますけれども、よろしくお願い致します。

次回例会案内
令和４年７月２０日（水）クラブフォーラム「各委員長方針説明」

