第3101回例会
2022年5月27日（金） 12：30～13：30
司会者：野田 敏男君・赤木 禎行君
ソング：「それでこそロータリー」
ニコボックス報告：深津 吉彦君
雑誌委員会：成瀬 清二君
ゲスト及びビジター リ
： ー・カーマンさん 米山奨学生

安城ロータリークラブ

週報

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」

【 2022/5 第3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

■ 会長挨拶

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

石川 義典会長

【本日のセレモニー】
・米山奨学金授与
・ロータリーの友発表

■ 出席報告
会員
出席義務者
出席
欠席
出席免除者の出席
出席率

永井 慎悟君
55名
45名
36名
9名
83.60%

■ 幹事報告
1.
2.
3.
4.
5.
6.

辻 隆士幹事

本日例会終了後、次年度クラブアッセンブリーを開催致します。
先日ご案内いたしました新会員候補者への異議はございませんでした。次年度入会となります。
5/31（火）ガバナーナイトIN JAPANが開催されます。詳しくは本日配布の資料をご覧ください。
6/3（金） 17：30～川本にて歴代会長会議を開催致します。
6/10（金） 11：30～本年度・次年度委員長引き継ぎ会を行います。出欠報告をお願いします。
6/17(金) 臨時総会を開催致します。

◆ クラブフォーラム事業報告
出席委員会・職業分類委員会・親睦活動委員会・雑誌委員会・会員増強委員会
プログラム委員会・公共イメージ向上委員会・クラブ会報委員会・ロータリー情報委員会
ニコボックス委員会・会場委員会・社会奉仕委員会・国際奉仕委員会
■ 出席委員会

滝田 有里さん

本年度の会長方針『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～』をテーマとして、月に
一度の夜間例会、親睦会も開催されました。
また、昨年度に引き続き新型コロナウイルスの影響もありましたが、Zoom配信を活用することで、多くの会員
の皆様に出席していただくことができました。会員の皆様がZoom配信により出席しやすい環境を作っていた
だき、ありがとうございました。 いつも早い時間から協力してくださった出席委員会の皆様に、心より感謝申
し上げます。
委員(副) 永井慎吾・寺部 暁・沓名一樹・柴田勝久・前沢宏允

■ 職業分類委員会

杉山 淳一君

本年度もコロナ禍の中、通常例会とZOOM例会が併用して行われました。
今年は沓名ガバナー年度ということで会員増強を積極的に行いました。しかし、厳しい環境が継続中ということ
で期待した成果には繋がりませんでした。そんな中2名の新人さんと4名の交代会員の職業分類を行いました。
新しく入会された方たちの今後の活躍に期待しております。
令和4年4月1日入会 柴田勝久 商業銀行(交代)
前沢宏充 行政書士(新)
岡田健裕 広告企画制作(新)
令和4年7月8日入会 菅 紀雄 証券業(交代)
金子和弘 金属加工業(交代)
河田光司 信用金庫(交代)
委員(副) 加藤正人・恒川憲一

■ 親睦活動委員会

鶴田 香也乃さん

本年度の親睦活動委員会は、石川会長の方針にありますように、「アットホーム」を心がけ、夜間例会の後
に２次会を実施いたしました。時に、新型コロナ感染症対策のため、中止をせざるを得ない月もありましたが、
会員の皆様のご協力の下、会員同士交流する機会を持つことができたのは幸いでした。石川会長、辻幹事
はじめ委員会メンバー、会員の皆さまのご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

【行事報告】
・会員家族親睦例会
2021/12/18(土) 名古屋ストリングスホテル
・お花見同伴例会
2022/4/1(金) 吉野千本桜観光
・夜間例会後の二次会
2021/7/30「RR」 8/27 中止 9/17 中止 10/22 「瑠璃庵」
1/19「うり食堂」 2022/3/25「碧信」4/15「 COVO」 5/20「ベジトルノ」
【その他活動】
ビジター・ゲストの歓迎、接待 / 毎月の誕生祝、結婚記念日祝、ご婦人、御主人の誕生祝 / 新入会員の歓
迎/ ゴルフ部会への協力
委員（副）成瀬清二・清水正幸・奥嶋正衛・小野田真代

■ 雑誌委員会

稲垣 礼子さん

本年度の雑誌委員会では会員の皆様が「ロータリーの友」に興味を持っていただけるよう、また例会で記事
の紹介を聞いて「ほっと出来る」よう、会員の皆様のご協力を仰ぎながら、雑誌の紹介をさせていただきました。
記事の紹介にご協力いただいた会員の皆様に感謝申し上げます。
また、雑誌委員会では「ロータリーの友」への記事の投稿を年度途中より模索し始めましたが、委員長の準備
不足により残念ながら実現できませんでした。
副委員長の細井様をはじめ、会員の皆様、一年間のご指導とご協力をいただきありがとうございました。
（記事紹介者）
2020年
7月 細井英治 8月 石川徳重 9月 本間育子 10月 永井慎悟
11月 山口雄史 12月 荻須 篤
2021年
1月 稲垣礼子 2月 沓名一樹 3月 稲垣礼子 4月 稲垣礼子
5月 成瀬清二 6月 鶴田香也乃
委員(副) 細井英治

■ 会員増強委員会

岩井 春次君

今年度の会員増強委員会は前年度同様、毎月１回例会前に委員会を開催し、会員の皆様に数名ずつ参
加して頂き新しい会員の情報をいただき訪問の同行にお願いしてまいりました。その結果、今年度は新旧
交代会員もあり５名の新入会員に入会して頂く事が出来ました。
なかなか収まらぬコロナ過により入会予定者も辞退され、例会も休会が続くなど残念ながら体調不良など
退会者もありました。目標純増５名にはなりませんでしたが会員増強委員会にご参加頂いた会員の皆様方
のお陰で今現在５５名となりました事を心から感謝し申し上げご報告とさせて頂きます。
委員(副) 成田孝則 杉山淳一

■ プログラム委員会

石川 徳重君

本年度のプログラム委員会では会長の意向に基づき「ご自身で」「趣味」に関して数名の方に卓話をして頂
きました。会員間の理解やコミュニケーションの一助となっていれば嬉しく思います。
新型コロナウイルス感染症の渦中であったにもかかわらず、卓話者をはじめとする会員の皆様のご協力に
よりまして例会行事がスムーズ運営されたことに感謝を申し上げます。

委員（副）成瀬介宣

■ 公共イメージ向上委員会

海野 広明君

7月の記者懇談会からコロナ禍の為、ロータリー活動を発信できる活動も自粛ムードな中、数少ない活動の
中から3月にWFFカーボン植樹の際は、キャッチ放映、中日新聞・中部経済新聞に掲載できました。
さらに、米山奨学生のアイカ・マニックサリさんの卓話をキャッチ放映、中経新聞に掲載して頂き、ロータリー
活動をアピールできました。
栄で行われた、ワールドフードふれあいフェスタに参加させて頂き、学生さんはじめ、ロータリーの皆さんの熱
い思いと共感できたことも良い思い出となりました。
一人一人の力は弱いですが、ロータリーファミリーの力を結集すれば、もっともっと社会にアピールできると
思います。
まだまだアピール度は低かったと思いますが、ロータリーの地道な活動を今後とも世間にアピールしていき
たいと思います。
副委員長の神谷明文さんと頑張ってきました。1年間、ありがとうございました。
委員(副) 神谷明文

■ ロータリー情報委員会

横山 真喜男君

情報委員会としての役務はほぼ達成できたかと考えますが新会員候補者への情報提供は声掛けが無く
やれませんでした。イニシエーションスピーチは荻須篤君、沓名一樹君二名にやっていただきました。岡田
君、柴田君、前沢君の三名に関しては次年度にてお願いいたします。ファイヤーサイドミーティングは三年
未満新入会員１１名の参加で有意義な時間をすごすことができました。
委員(副) 寺田孝司 深津正則

■ ニコボックス委員会

深津 吉彦君

新型コロナ禍の中例会がzoom例会になることがあったりして苦戦しましたが、ニコボックス委員会の当初
の目標額に届きそうでした。全会員のご協力 委員会の皆さんのご協力に感謝申し上げます。ニコボックス
メッセージの中にその時のタイムリーな皆様の気持ち、考え方が垣間見えた様な気がしてとても参考になり、
あったかい気持ちにさせていただきました。以上ご報告と致します。ありがとうございました。
委員(副) 永谷文人・大見 宏

■ 社会奉仕委員会

大坪 久乃さん

社会奉仕委員会より活動報告をさせて頂きます。
環境保全活動
10/28 明小中学校の全校生徒さんと油が淵清掃。
寄付金で購入して頂いた一輪車等を活用してゴミ拾いをしてる姿を見る事
が出来ました。
RCC（地域共同体）活動
11/3 第7回安城ロータリー杯争奪少年野球大会（安城選抜vs 岡崎選抜）
結果、優勝は岡崎選抜チームでした。天気も良く、試合は5対4と接戦の
とても良い試合でした。
2/6 安城ロータリー旗争奪野球大会 開会式
地域社会活動
5/13 安城さくら猫の会の代表を例会にお招きし、地域住民の協力と捕獲するための捕獲ケージが必要。
不幸な野良猫と、その被害を増やさないためにこの辺りに住む野良猫の捕獲・避妊去勢手術の実施。野良
猫を排除するのではなく適正に管理することで問題の解決・猫との共生を目指す活動に寄付金贈呈。
以上です。皆様、ご協力ありがとうございました。

■ 国際奉仕委員会

原 敏城君

国際奉仕委員会では、本年度米山記念奨学生の母国インドネシア国バリ島において「バリ日本語補習授業
校」への教育学習機材の援助プロジェクトを行いました。このプロジェクトでは、インドネシア国バリ島に所在
する日本語補習授業校に対し教育学習機材等を提供した後、生徒（日本人子女及び日系人の子女 幼稚
部19名 小学部76名 中学部23名 合計118名）と安城ロータリアンが日本語授業を共に受け現地事情を
理解すると共に、子供たちの将来の希望と夢を応援する目的で開始しました。本校の生徒は、日本の同学
年の児童より日本語能力が低い方もたくさんいるらしく、私たち安城ロータリアンは、その方々向けに画像
や映像を多用した視聴覚教材を活用した授業を行うことにより、教育効果を高め卒業生には日本語を含む
様々な言語を駆使し日本やインドネシアと世界との懸け橋になってもらいたいと考えました。
私たちは、機材や教材が届いたのちに、現地にて教育状況を確認すると共に本校の終身名誉校長である
万亀子イスカンダール氏と校長である山本典彦さんはもとより現地のロータリアンと深く交流し意見交換会
を催す予定でしたが、コロナ禍故にそれが叶いませんでした。しかしながら、イスカンダール氏らによって、
今回提供した機材を使った授業風景などを撮影して頂きYouTubeにUPして頂きました。また、現在では安城
ロータリークラブのホームページにもその模様がUPされております。その中で、児童の活き活きとした姿が
確認できると共に深く感謝の意を伝えて頂いており、プロジェクトメンバーはもとより安城ロータリアンも大変
感動しました。最後になりますが、この様なプロジェクトに地区補助金（DG）を頂けました事、本当にありがと
うございました。

