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●本日のお弁当 
 
 大正館 
 
●本日のお客様 
 

 西三河分区ガバナー補佐 近藤清隆様（西尾一色ＲＣ） 

   〃  幹事 神谷 林様（西尾一色ＲＣ） 

 第 2760 地区副幹事 鈴木謙一郎様（名古屋中ＲＣ） 

   〃   スタッフ 今村源一様（名古屋中ＲＣ） 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。 

ロータリーの新年度が始まって 1 ヶ月が経ちました。8 月に

なりまして、本当に暑い日が続いております。本日も沢山の会

員の皆さんにご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 本日、この地域の最高気温の予想が 38 度ということで、熱中

症警戒アラートが発令されております。最近、熱中症で命を落とす方が大変増えております。

亡くなる方の 8 割以上が 65 歳以上ということですので、水分をしっかり補給して熱中症にな

らないようにご自愛いただきたいと思います。 

 本日は RI 第 2760 地区 西三河分区 西尾一色 RC の近藤ガバナー補佐、神谷分区幹事、名

古屋中 RC の鈴木地区副幹事、スタッフの今村さんをお迎えしての公式のクラブ訪問でござ

います。例会に先立ちまして 11 時半より、ガバナー補佐、分区幹事、地区副幹事、スタッフ

の方と、私ども会長、副会長、会長エレクト、正副幹事によります懇談会をさせていただきま

した。色々とご質問等もございまして、ご指導をいただいたところでございます。近藤ガバナ

ー補佐には卓話にて後程お話をいただきますが、例会終了後のクラブ協議会においてもしっ

かりとご指導をいただくことになりますので、各委員長様におかれましてはその時の発表の

長田和徳会長 



方、よろしくお願い致します。 

 さて、今月は会員増強月間です。本年度は新入会員が今のところ 1 名ということで、新入

会員オリエンテーションを少し延期しております。皆さんもご存じの通り、現在の碧南 RC の

会員数は 60 名ということで、会員数の減少に大変苦慮しているところでございます。会員増

強委員会の服部委員長のもと、現在、新入会員の発掘に誠意活動しておりますので、必ずや良

い成果が出るんじゃないかなぁと期待をしております。業態や仕事もどんどん変わってきて

おりますので、皆さんのお近くでロータリーメンバーに相応しい方が見えましたら、会員増

強委員会にお話をいただいて、新入会員の掘り起こしをしっかりやっていきたいと思います

ので、よろしくお願い致します。 

 今週末の 8 月 7 日は立秋でございます。立秋を過ぎると手紙の文面では「残暑の中」とい

うことになりますし、立秋以降の長雨は梅雨とは言わず、秋雨に変わります。今、一番暑い日

が続いておりますが、皆さんもこの残暑を乗り切って、健康第一でお願いしたいと思います。 

 本日、ご来訪を賜りました近藤ガバナー補佐、神谷分区幹事、鈴木地区副幹事、スタッフの

今村さんには、公式訪問、ガバナー補佐杯、IM 等々、ご多用かと存じますけれども、益々の

ご健勝とご活躍を心よりご祈念申し上げまして、会長挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願い致します。 

 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告を申し上げます。 

・ ロータリーレートの変更です。8 月のレートが 136 円より

133 円になりました。 

・ ガバナー事務所より「2022-23 年度ガバナー月信の発行に

ついて」ご案内が届いております。 

・ 碧南高浜防犯協会連合会より「夏の安全なまちづくり県民運動の実施について（お願い）」

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＞ 

西三河分区ガバナー補佐 近藤清隆様、分区幹事 神谷 林様、地区副幹事 鈴木謙一郎様、地

区スタッフ 今村源一様より大変たくさん頂きました。 

 総会員数 60 名 (内出席免除者 13 名の内出席者 9 名) 出席者 50 名 

 出席対象者 50／56 名 
  出 席 率    89.29％ 

 欠席者 10 名（病欠者 1 名） 

清澤聡之幹事 



長田 和徳君  ガバナー補佐 近藤清隆様、分区幹事 神谷 林様、地区副幹事 鈴木謙一郎 

平松 則行君  様、地区スタッフ 今村源一様、ご来碧ありがとうございます。本日はよろ 

清澤 聡之君  しくお願いします。 

伊藤 正幸君  近藤清隆ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎申し上げます。碧南クラブが

進化するお手伝いをよろしくお願いいたします。 

黒田 泰弘君  先週、代役を務めて下さいました伊藤正幸さんには、心より御礼申し上げ

ます。素晴らしいスピーチに感動致しました。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

４日 亀山 晋次君   １０日 樅山 朋久君（還暦） 

２４日 鈴木  洋君   ２５日 角谷 圭祐君   ２６日 宮地 秀夫君 

３０日 倉内  裕君 

 

奥様誕生日 

２５日 新美 宗和君の奥様  雅代様  ２５日 黒田 哲郎君の奥様   杏様 

２６日 鉃村 良朗君の奥様 ゆかり様  ３０日 鈴木 並生君の奥様 まゆみ様 

 
 

ク ラ ブ 協 議 会  
 

「ガバナー補佐訪問」 

西三河分区ガバナー補佐 近藤清隆様 

 

 皆さん、改めまして、こんにちは。今年度、西三河分区 ガバ

ナー補佐を拝命しております西尾一色 RC 所属の近藤清隆と申

します。どうぞよろしくお願い致します。 

 仕事は西尾市吉良町で近藤ミシン商会という主に工業用ミシンの販売をしております。そ

の中でも特殊工業用と言って、よそにはないようなものを自社で開発して販売しているのが

一番のメインです。どんなミシンかというと、ウエットスーツを縫うミシンを作りまして、こ

れが珍しくて全国に扱っているところがあんまりなくて、結構遠くの方から引き合いがあり

ます。 

 色々な縁があってロータリークラブに入れさせていただいて 13 年目になります。碧南 RC

さんのように 60 名もいらっしゃるクラブだったら絶対回ってこないんですけれども、うちの

クラブは今 22 名ということで、2 年前に会長をやったばかりなのに今度はガバナー補佐を拝

命致しました。せっかく推薦していただいたので、喜んでやらせていただきたいなと思いま

す。 

 それでは、地区から PowerPoint の資料が来ておりますので、それに従ってお話を進めさ

せていただきたいと思います。この方がジェニファー E. ジョーンズさんで、初めて女性の

方が RI の会長になられました。テーマは「イマジン ロータリー」で、「想像してください、

近藤清隆様 



私たちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせ

ると知っています。」ということでございます。左側にあるのがシンボルマークで、紫色の部

分はポリオを表しておりまして、緑色の線は環境を表しております。そして、輪の中の白い部

分が平和を表しております。紫色の点が 7 つありますけれども、平和と紛争の予防、環境保

全、地域経済の発展、教育の支援、疾病予防、水の衛生、母子の健康ということで、全てを尊

重しているシンボルマークです。 

 次は第 2760 地区の篭橋ガバナーのテーマです。「未来を描こう、笑顔でつなごう」～一人

一人のチャレンジを力に！変化に対応できるクラブを目指して～ということで、ここでも変

化に対応できると仰っておられますけれども、RI の会長も DEI （多様性、公平性、包括性）

という言葉を使って、これから色んなものが変化していく中で受け入れて、ロータリーも変

わっていかなきゃいけないと仰っておられます。 

 ここから具体的な計画になってくるんですけれども、My Rotary に登録されておられる方

はクラブセントラルというものが出てきます。これは年間の活動計画を明確にするアプリみ

たいなものですので、是非、活用していただきたいと思います。 

 次は会員の増強です。現在、徐々に日本のロータリークラブの会員が減ってきております。

逆に女性会員が増えつつあります。愛知県の目標としては、現在 6%の女性会員の比率を 8%

に増強しようという目的を持ってやっております。因みに世界だと約 25%が女性会員だそう

です。今年度の RI の会長はこれを 30%にしたいというふうに仰っておられますので、よろし

くお願い致します。 

 次はゴミ投棄防止運動です。お聞きしたら碧南 RC さんは油ヶ淵の清掃や緑化運動をやっ

ていらっしゃるということで、こういったことはクラブで活動していらっしゃると思います

けれども、ここでガバナーが言いたいのは、クラブとしての奉仕である以前に一人一人がゴ

ミを捨てない、しっかりと分別してゴミを捨てる、ゴミが落ちていたら率先して拾うという

ことで、簡単なことを一人一人が続けていくことがゴミ投棄防止運動につながっていくと仰

っておられますので、よろしくお願い致します。 

 次はポリオ根絶への貢献です。当然、ポリオへの寄付金はやっていらっしゃると思います

けれども、来年の 4 月に行われる WFF のチケット購入などの資金の一部がポリオの方に流

れておりますので、その点をご理解していただいて貢献していただくよう、よろしくお願い

致します。 

 次は公共イメージの向上です。先程も申し上げました My Rotary への登録を是非やってい

ただきたいと思います。碧南 RC さんは例会の動画を YouTube で見ることができるというこ

とで、そういったものを活用して公共イメージの向上をしていくよう、よろしくお願い致し

ます。 

 次は地区大会です。11 月に愛知国際展示場で行われる地区大会を常滑 RC の方が担当され

るということで、各クラブを回って登録の呼びかけをされると思いますので、多くの方が参

加していただくよう、よろしくお願い致します。 

 次に WFF です。来年の 4 月 15 日、16 日に開催することが決まっております。もちろん、

チケットを買っていただいて参加しても結構ですし、西三河地区で 1 つのテントを借りて出



店する予定ですので、碧南 RC さんで何か売りたいというご希望があれば私に言っていただ

くよう、よろしくお願い致します。 

 最後に国際大会（メルボルン）です。2023 年 5 月 27 日～31 日まで開催されます。碧南 RC

さんにも国際奉仕委員会というのがあると思います。その委員長さんからお誘いの言葉があ

ると思いますけれども、少しでも多くの方が参加していただくよう、よろしくお願い致しま

す。 

 ロータリークラブってどういう団体とよく聞かれることがありますよね。そうすると皆さ

んはどういうふうに答えますか。多く方が奉仕団体と答えると思うんですけれども、実は奉

仕団体ではないんですよね。ロータリークラブというのは、サービスを通じて仕事や社会に

少しでも貢献する方たちの集まりであって、そういう方たちを育む団体がロータリークラブ

であるという定義がアメリカではあるそうです。そういうふうに思っていただいて、私たち

一人一人が利他の心を持って、毎日の生活、仕事、社会活動にこれからも取り組んでいただ

き、尚且つ、一人ではできないことはクラブの皆で一緒にやろうというふうに少しでもクラ

ブの活性化をして活動していただけることをご祈念致しまして、拙いですが私の卓話とさせ

ていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和４年８月１７日（水）定款第７条第１節（ｄ）による休会 

令和４年８月２４日（水）ガバナー公式訪問（高浜ＲＣ合同） 

第２７６０地区ガバナー 篭橋美久氏 

〃   幹事 岩月雅章氏 


