第3067回例会
2021年7月2日（金） 12：30～13：30
司会者：野田 敏男君 ソング：：「君が代」「奉仕の理想」
ニコボックス報告：永谷 文人君
親睦活動委員会：鶴田 香也乃さん

安城ロータリークラブ

週報

ゲスト及びビジター
アイカ・マニックサリさん 米山奨学生

リー・カーマンさん 米山奨学生

2021-22年度 ： RIテーマ
「SERVE TO CHANGE LIVES 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

【 2021/07 第1例会 】

安城ロータリークラブ会長方針：
「アットホーム ロータリー！～奉仕を通してロータリーを楽しもう～」

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

■会長：石川 義典
■幹事：辻 隆士
■クラブ会報：山口雄史・兵藤幸男・竹内通裕
■創立日：Ｓ33年1月10日
■RI加盟認証日：Ｓ33年2月6日

■ 本日のセレモニー

石川 義典会長

2021-22年度 初例会 オンサイト及びZOOMにて開催
安城ロータリークラブ会長バッジ伝達式
米山奨学生奨学金の授与

■ 幹事報告

辻 隆士幹事

1. 本日18：00～すず岡にて第1回理事会及び理事懇談会を行います。
2. 今年度の年間事業計画書を配布いたしました。例会予定などご覧いただき、1年間は(・)保管ください。
また出欠の報告は、例会前日のお昼までに連絡ください。
3. 月信を配布いたします。また、2021-22年度作成いたしました「ゼロバッジ」を2760地区の全会員へ贈呈されましたので、
おひとり様1個ずつ受付にてお配りいたします。
4. 今年度1年間、ガバナー輩出クラブでは、ガバナー旗を例会時に掲げます。
5. 今年度、月1度程度夜間例会を例会場にて行います。18：00～食事 18：30～例会、例会終了後二次会となります。
6. 7/9 入会式を行います。11：30～会議室にて入会レクチャーを行います。
7. 7/9 18：00～すず岡にて今年度のゴルフ部総会を行います。
8. 7/16 例会終了後 第1回クラブアッセンブリーを行います。年間事業計画書をお持ちください。
9. 7/19（月）18：00～川本にて歴代会長会議を行います。
10. 先週の例会にて抽選時のチーズケーキのチケットが当たった方は住所を記入いただき恒川憲一さんまで提出ください。
また、お土産のバームクーヘンをお持ち帰りにならなかった方はお申し出ください。
11. 今年度上期会費を7月末までに入金ください。 （7月のロータリーレートは1ドル＝111円）

■ 出席報告

永井 慎悟君

■ 今月のお祝い

会員

53名

会員誕生日

２名

出席義務者

43名

婦人誕生日

３名

出席

45名

結婚記念日

２組

欠席

8名

出席免除者の出席
出席率

84.90%

◆ クラブフォーラム事業計画発表
会長・会長エレクト・幹事・会計・SAA・副会長兼クラブ奉仕委員長
職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・ガバナー
■ 会長方針

石川 義典会長

伝統と格式のある安城ロータリー第64代の会長を拝命し、2021～2022年度
の運営を託されました事に対してたいへん身の引き締まる思いであります。
RI会長のシェカール・メータさんは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにする
ために」を今年度のテーマに掲げられました。
そして本年度ガバナーの沓名俊裕さんは
「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～
人類の危機を救うロータリーになろう！」を地区方針として出されました。
さて、本年度安城ロータリークラブは、創立以来初めてとなる沓名俊裕
ガバナーを輩出し、多くのメンバーが地区に出向されます。そんな出向者が
ホームに帰って来た時にほっと出来るような例会運営をしていきます。
そして私の会長の方針は「アットホーム ロータリー！～奉仕を通してロータリーを楽しもう～」です。メンバーの
それぞれが様々な奉仕活動を楽しみながら行って頂きたいと思います。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

沓名俊裕ガバナー及び地区出向者への全面的支援
クラブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕を楽しみながら実践する。
毎月一回の夜間例会の開催(会員親睦・地域への社会奉仕目的)
会員増強１割増期末会員60名を目標にする。
卓話テーマ「趣味の話」
公共イメージ向上委員会の設置
財団補助金事業バリ島への国際奉仕事業の企画実施
コロナ禍における例会のZOOM配信
その他継続している事業

まだまだ新型コロナウイルスの影響で、ロータリーの運営が難しい時期ではありますが、昨年度の経験を生か
して新しい安城ロータリーにチェンジしていきたいと思います。会員の皆様のご支援とご協力をお願いします。

■ 会長エレクトとして

会長エレクト 奥田 法行君

石川会長方針の「アットホーム ロータリー！～奉仕を通してロータリーを楽しもう～」の言葉の通り会員が
ロータリーを楽しめるように、夜間例会が行われます。石川会長をサポートして楽しい例会を行えるようにした
いと思っております。
今年度は、安城ロータリークラブで初の地区ガバナーを輩出する記念の年にもなります。沓名ガバナーの地
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・カーボンゼロ支援～人類の危機を救うロータ
リーになろう！』とあります。新型コロナウイルス感染の収束がいまだ見えない中、ウイルスにかからないよう
にいかに行動するかが問われる1年となります。
又、カーボンゼロを目指して、沓名ガバナーから地区内ロータリアンにゼロバッジが寄贈されます。コロナゼ
ロ・カーボンゼロをロータリー活動に取り入れ社会貢献するゼロバッジ元年の年となります。小さな一歩かもし
れませんが、世界に向けて発信できる記念すべき年となることでしょう。安城ロータリークラブ会員全員でゼロ
バッジを理解してロータリー活動に活かしていくことは大変有意義なことだと思います。
会員の皆様のご支援ご協力を宜しくお願い致します。

幹事 辻 隆士君

■ 幹事として
歴史と伝統のある安城ロータリークラブの幹事を仰せつかり、責任の重さ
を実感しております。本年度は沓名ガバナー輩出クラブとして、多くの会員
の方に出向頂いております。
本年度会長方針「アットホーム ロータリー！～奉仕を通してロータリーを
楽しもう～」に基づき、例会、事業も含めてあたたかみのあるロータリー活動
を幹事として遂行してまいります。
会員の皆様のご指導、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

会計 福田 雅美君

■ 本年度会計について
沓名ガバナー輩出の今年度、石川会長より方針と共に様々な施策が
示されました。
その施策実行の為、各委員会が企画された事業が円滑に運営される様、
機動的かつ効率的な予算の執行に努めてまいります。
会員の皆様方のご理解とご協力をいただきます様お願いいたします。

■ 会場監督（Ｓ・Ａ・Ａ）

横山 真喜男君

本年度石川義典会長の方針は「アットホーム ロータリー！～奉仕を
通してロータリーを楽しもう～」です。歴史と伝統ある我がクラブに新しい
風を入れ、チェンジを試み、新しい安城ロータリーの秩序を作っていかれ
ます。そんな試みが脱線しないように安城の格式を保ちながらほっとでき
るような例会、格式ある新しい理事会になるように監督してまいります。
会員各位のご協力をお願いいたします。

■ クラブ奉仕委員会

副会長・クラブ奉仕委員長 戸谷 央君

本年度のR１テーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊にするために」です。
沓名俊裕ガバナーは、これを受けて地区の活動方針を「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～人類の危機を救う
ロータリーになろう！」とされました。
石川会長は「アットホーム ロータリー！～奉仕を通してロータリーを楽し
もう～」と活動方針を挙げられました。この方針に基づき、クラブ奉仕12
委員会が各々の委員会活動を充分に発揮できるよう尽力したいと思い
ます。
また、各委員会の活動が円滑に機能し連携を強めて、ロータリークラブの
公共イメージを向上できるように、会長の補佐として一年間努めさせていただきます。会員の皆様のご理解と
温かいご支援をお願い致します。
委員(副) 市川 護

■ 職業奉仕委員会

鳥居 博行君

今年度の地区職業奉仕委員会のテーマである「職業奉仕こそロータリーの根幹である」を念頭において、活
動を進めていきたいと思います。
職業奉仕とは、ロータリアン各人が自己の職業をもって社会に個人的に奉仕する事であります。そして人の為
に役に立つ仕事をする事だと思います。
石川会長の方針「アットホーム ロータリー！～奉仕を通してロータリーを楽しもう～」を、奉仕活動を通して
協力していきたいと思います。皆様のご協力お願い申しあげます。
1 職場例会
2 4つのテストの唱和
委員(副)山口 研

■ 社会奉仕委員会
本年度の社会奉仕委員会は環境保全活動としてSDGｓを推進するため、
地域の活性化や生活の質の向上を目指して、地域社会に役立つ活動を
楽しみながら行っていきたいと思います。会員の皆様のご支援ご協力を
お願い致します。
【環境保全】
・油が淵清掃活動への協力
【地域共同隊（RCC）】
・安城ロータリー杯青少年野球大会
【地域社会】
・野良猫去勢支援
・MASH三河安城にひかりを止めよう署名活動
・地域のイベント等への協力参加

■ 青少年奉仕委員会

大坪 久乃さん

委員(副)松本隆利・神谷明文

服部 敦君

青少年奉仕委員会の目的は、インターアクト、ＲＹＬＡ等を通じて、次の
世代を担う青少年達が将来、社会のリーダーとなり、地域に貢献できる
よう、人材育成を支援することです。
昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症により活動への影響も懸念
されますが、安城学園高等学校のインターアクトクラブとともに活動をして
参ります。
本年度の地区活動方針である「アットホーム ロータリー！～奉仕を通し
てロータリーを楽しもう～」の元、青少年奉仕委員会はインターアクト、RYLA
を通じて地元の若い方々にロータリークラブを知っていただきたいと考えて
おります。
他の委員会メンバーをはじめ、皆様方に支えられながら１年間務めさせていただきますので、ご協力とご支援
をよろしくお願いいたします。
委員(副)石川 博・奥田法行・冨岡里美

■ ガバナーとして

2021-22年度ガバナー 沓名 俊裕君

今年度第2760地区ガバナーを務めさせていただきます。
クラブの皆様から多大な協力をいただき、準備万端で臨むことができ大変
感謝いたします。 「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～人類の危機を救うロータリーになろう！」
という地区方針のもと、ロータリー奉仕デー、会員増強、公共イメージ向上、
奉仕できる組織づくりに重点をおき、チャレンジ精神をもって大胆かつ斬新な
活動を計画しております。
ガバナーとして地区のために活動し、地区スタッフも多数輩出いたしますが
安城ロータリークラブにとっても有意義な役目であると自負しています。
新しい風がさらなる発展をもたらしてくれると思います。
ガバナーとして地区・クラブの発展のため邁進する所存でおりますので、引き続きご支援ご協力をよろしくお願
いいたします。

