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司会者：野田　敏男君

ソング：「それでこそロータリー」
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■　幹事報告 加藤　正人幹事

　◆　クラブフォーラム事業報告発表　及び　入会式

　入会式

安城ロータリークラブ

週報

例会日：毎週金曜日
例会場：碧海信用金庫本店3F

安城市御幸本町15-1
TEL：0566-75-8866
FAX：0566-74-5678
Email：anjo-rc19580206@katch.ne.jp 
HP：http://www.anjo-rc.org

【 2020/06 第3例会 】

第3033回例会

2019-2020年度RIテーマ：

「ロータリーは世界をつなぐ」

安城ロータリークラブ会長方針：

「明日（未来）へつなぐ」

1. 本日例会終了後、 IM実行委員会を会議室にて行います。

2. 本日入会されます、3名の入会者の委員会は、今年度・次年度同じ委員会です。

成瀬清二さん出席委員会・永井慎悟さん会場委員会・榮 圭士さん親睦活動委員会です。

3. ロータリー財団より、沓名俊裕君のベネファクター認証状が届いております。

4. 地区研修協議会は6/30まで映像資料をご覧いただき、質問等ある方は配布しました質問書に記入いただき、6/25までに事務局に

提出ください。

5. 6/23 午後、更生病院にてフェイスシールド贈呈式を行います。

6. 6/26 例会終了後に歴代会長会議を碧信にて行います。

7. 今年度の年間報告書の原稿を提出ください。

8. 碧信の受付にて、検温を行うようになりました。地下に駐車された方も、1階の受付にて検温を行ってください。体温が37.5度以上

あった場合は建物内に入ることができずお帰り頂くことになります。

自宅にて、一度検温をしてからお越いただくとよいかと思います。宜しくお願い致します。



■　職業分類委員会

■　親睦活動委員会

戸谷　央君

 職業分類委員会・親睦活動委員会・会員選考委員会・プログラム委員会
 広報委員会・クラブ会報委員会・雑誌委員会・出席委員会・会場委員会
 国際奉仕委員会・青少年奉仕委員会・2020-21年度ガバナー補佐

市川　護君
 

今年度の親睦活動委員会は、会長方針の「明日（未来）へつなぐ」を中心に

企画運営し、会員家族の皆さまに喜んで頂けるよう運営させてまいりました。

親睦活動委員会全員で、協力しあって何とか進めてまいりましたが、後半

からの全世界を揺るがす、新型コロナウイルスによって、親密な活動が

出来なくなってしまいました。誠に残念でならないのが、新しく入会された

皆さんと夜間例会が行えなかったことです。

7月26日金曜日七夕例会には、七夕親善大使が来訪されカメラマンに記念

写真を撮って頂きました。ありがとうございました。

会員家族例会は、12月15日蒲郡ラグーナベイコートで86名の参加で盛大に

クリスマス家族会が行われ、理事の皆さんの多大なる協力で、1ランク上の

商品が用意できましたこと感謝申し上げます。

親睦夜間例会 6月26日は、通常例会に変更になりました。

その他の活動

・ビジター、ゲストの歓迎、接待

・毎月の誕生日祝い、結婚記念日祝い、ご婦人誕生日祝いの発表

・新入会員の歓迎、レクチャラーの参加

・ゴルフ部会への協力

至らぬ事や、ご無礼があったかとは思いますが、寺田会長、加藤幹事、理事会メンバー親睦活動委員会の皆

さんに心より感謝申し上げます。

委員(副)小野内 宣行・奥島 正衛・長谷川大祐・稲垣 礼子・榮 圭士

職業分類委員会は、当クラブの職業分類表を作成し、充項職業と未充項職業を会員に提示し、かつ会員増強委員

会、会員選考委員会の資料にすることにあります。

また、時代の変化と共に新しい分野の事業も出てきています。この地域の職業分類を調査し、現会員に貸与している

職業分類についても、柔軟かつ適正に再検討することも求められています。

本年度は、新入会員11名の職業分類を行いました。

2019年

7月 5日入会 深津 吉彦 金属加工業

7月 5日入会 長谷川大祐 商業銀行

7月 5日入会 本間 育子 不動産賃貸業

8月 9日入会 鶴田香也乃 施設・管理

8月 9日入会 滝田 有里 生命保険

9月 27日入会 稲垣 礼子 弁護士

11月 15日入会 野田 敏男 建築デザイン

11月 15日入会 山口 雄史 証券業

2020年

6月 19日入会 成瀬清二 貨物自動車運輸

6月 19日入会 永井慎悟 セメント販売

6月 19日入会 榮 圭士 内装クリーニング

会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。

委員(副)成田孝則、杉山淳一



■　会員選考委員会

　

　

■　プログラム委員会

■　広報委員会

　

■　クラブ会報委員会（IT委員会）

　

成瀬　介宣君

小野田　真代さん

松本　隆利君

服部　敦君

会員選考委員会は、会員候補として増強委員会より推薦された人物が

将来ロータリアンとして相応しいかどうかを調査して理事会に報告するこ

とであります。具体的に申し上げれば、人格や社会的な地位向上に努め

る事であり、そのためにまず職業におけるリーダーシップを発揮し社会

に貢献することが第一だと考えています。 コロナウイルスで経済状況

が厳しい中、ロータリークラブを理解し賛同された皆様に、今後のご活躍

を祈り委員会報告とさせて頂きます。

委員(副)加賀昭成

本年度のプログラム委員会では、健康に関する卓話をさせていただき

ました。

食について学び、運動する習慣を身に付け、健康で豊かな生活が送れ

るようにと願います。

皆様１年間ご指導、ご協力有難うございました。

委員(副)清水正幸

活動報告としては記者懇談会を行い、2018年6月13日鯛常分店にて、

中日新聞安城通信局、中部経済新聞三河支社、キャッチネットワーク、

安城ホームニュース、の4社にお越しいただきました。

記者懇談会の主旨は「2018-19年度の安城ロータリークラブの奉仕活動

の内容を一般市民に知って頂きたい」という事で、会長・社会奉仕委員

長・職業奉仕委員長・国際奉仕委員長・青少年奉仕委員長より、次年

度の計画報告をしていただきました。

委員(副)寺部 曉・山口 研

クラブ会報委員は、週報の作成を主な役割としている委員です。

昨年度は同委員会の委員であったものの、本年度初めて委員長を拝

命し、至らなかった点等もあったと思いますが、副委員長の岩井春次さ

ん、元委員の都築雅人さんをはじめ、皆様の協力のもと、できるだけ各

回の例会の雰囲気を記録を通して伝えられるように、一年間務めさせて

いただきました。

皆様に感謝させていただきながら、ご報告といたします。

委員(副) 岩井春次



■　雑誌委員会

　

　

■　出席委員会

■　会場委員会

　

原　敏城君

石川　徳重君

兵藤　幸男君

皆様のご協力を得て、毎月「ロータリーの友」の抜粋記事をご案内することが出来ました。また、発表を通し

て安城ロータリークラブの会員の皆様に日本中はもとより世界の仲間（ロータリアン）の活動についても多少

なりともご理解を頂けたと思います。

2019年

7月19日 発表者 原 敏城

8月23日 発表者 原 敏城

9月20日 発表者 東 隆将

10月25日 発表者 原 敏城

11月22日 発表者 長谷川 大祐

12月06日 発表者 大坪 久乃

2020年

1月24日 発表者 石川 徳重

2月28日 発表者 原 敏城

3月27日 発表者 原 敏城

4月10日 発表者 コロナ禍により休会

5月15日 発表者 コロナ禍により休会

6月12日 発表者 本間 育子（4月号により発表）

6月19日 発表者 滝田 有里（5月、6月合併号により発表）

委員(副) 山口佳久

本年度は前半を中心に会員の皆様と委員の皆様のご協力に助けられ

て委員会の務めを行って参りました。

後半は新型コロナウイルス感染症の影響で御顔を合わす機会が少なく

なったため、お会いできた時でのご挨拶は大切との実感を致しました。

委員会の皆様、いつも早い時間からさわやかな挨拶をありがとうござい

ました。

会員の皆様、心より感謝を申し上げます。

委員(副)磯貝廣治・本間育子・滝田友里・山口雄史・成瀬清二

元(長)浜田周作(転勤)

本年度会長方針である『組織の安定』・『会員の体力づくり』・『会員増

強』を基に明るい例会運営を目指してまいりました。『会員の体力づく

り』の会長方針が活かされた『安城ロータリー体操』を例会のスタートに

全員で行ったことが大変良かったと思いました。また本年度は会員増強

委員長中心に新規会員が増え会場委員会にも鶴田さん・野田さんが新

メンバーに加わり新鮮な感じで例会運営ができました。また委員長の私

が苦手な部分を辻副委員長や成田さんがフォローいただきました。メン

バーの皆様ありがとうございました。

委員(副) 辻 隆士・藤井英樹・深津吉彦・成田孝則・鶴田香也乃

野田敏男・永井慎悟



■　国際奉仕委員会

　

■　青少年奉仕委員会

　

■　次年度ガバナー補佐報告

　

大坪　久乃さん

大見　宏君

東　隆将君

本年度の国際奉仕委員会の事業は寺田会長の想いのもと、12月1日(日)

日本の正月の文化・遊び等を通じて日本の理解と、参加された人を通して

国際的な友人を作って頂き、また少しでも安城を故郷と思って頂けるよう

願って、体感事業「日本の正月を体験！国際！！餅つき＆凧作り大会」を

開催しました。

春より企画を行い、安城市役所、国際交流協会、三河設計都築様、

桜井凧保存会の皆様の協力を仰ぎ、また、ロータリーメンバーにも大変な

ご支援を頂戴しながら進めてきました。

当日は11カ国小学生30名保護者30名、計60名の方の参加で行われ、

親子そろって協力しての凧作り、楽しそうに餅をついてからの親子、参加

者同士でお喋りしながら嬉しそうに食べる姿は事業冥利につきました。

餅を食べるのは初めてでしょうから、咽に詰まらないかと心配していましたが、何事も起こらずまずは一安心。

最後に当日、休みにも係らず寺田会長を初め大勢の皆さんに会場に足を運んでいただき感謝致します、有り

難うございました。

委員(副) 内藤教恵

本年度はインターアクト部の活動とワールドふれ愛フェスタ、青少年交換

を中心とし予定しておりました事業が下半期はコロナ禍の影響により、ほと

んどのスケジュールが中止となってしまいました。

青少年交換では安城ロータリークラブからカナダへ天野可奈子ちゃんが交

換学生として1年間のホームステイを予定しておりましたが、7か月間でプ

ログラムを中断し帰国しております。カナダからの交換学生キャロラインに

つきましては、自粛要請のなかホームステイ先の方々にお世話になりなが

らステイホーム生活が続いております。6月から学校も再開して予定通りで

あれば7月半ばには帰国となります。留学生の方々には窮屈な日本での

生活だったのではないかなと思います。まだまだ油断のできない状況下で

はありますが、日本での生活が思い出に残る有意義なものになりますよう

に皆様ご協力お願いいたします。

委員(副) 冨岡里美

2020-2021年度第2760地区のガバナー補佐を委嘱され、2019年7月25日に

第1回、11月28日に第2回、2020年2月6日に第3回次期ガバナー補佐研修

会議が開催され、これに出席しました。

そして、第2760地区がいよいよ次年度に向けて船出をしようとした矢先に、

新型コロナウイルス感染症のパンデミック、ついには全国に緊急事態宣言

が下され、ロータリークラブ活動も大幅に制限されることとなりました。

第2760地区においても、地区研修・協議会、会長エレクト研修セミナーが

中止・延期となりました。第４回次期ガバナー補佐研修会議も中止・延期

となり、5月23日にオンライン会議（ZOOM）で開催されました。

私は、これまでの研修会議に出席し、改めてガバナー補佐の責任の重さ

を痛感するとともに、新型コロナウイルスと共存せざるを得ない社会情勢の中で、ロータリークラブの活動がど

うあるべきか、またこれをどう変えていかなければならないのか、真剣に考えなければいけないという重圧を感

じています。

以上、今年度の報告をするとともに、次年度以降も皆様方の知恵と力をお貸しいただきたくお願いする次第で

す。


