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会員出席 107（96）名中71名 出席率73.96％
◆国歌
「手に手つないで」
◆ロータリーソング
◆会長挨拶（会長 笠原 猛君）
皆さんこんばんは。4/12以来
の久しぶりの例会です。
このまま
例会が開催出来ずに年度が終
わってしまうのではないかと心
配しておりましたが、最後の2回
お付き合い頂きたいと思います。
さて、
ワクチン接種が相当な
勢いで実施されています。皆様の中にも既に2度目の
接種を終え、安心されている方もおみえになると思い
ますが、最近ワクチンハラスメントの問題が指摘されて
います。個人の色々な事情がありますのでワクチン接
種をしたか、
しないかで差別があってはいけない訳で
すが、
これも悩ましい問題です。
休会中の栄RCの活動を少し披露します。
コロナ禍
で1年遅れた30周年の記念事業として、
中区内全ての
11小学校に教育に資する目的の要望品を寄贈し、完
了しました。来週の例会で、代表として御園小学校の
校長先生がお越しになられると聞いています。
それか
ら、昨年に続き皆様からの貴重なニコボックスより、愛
知こども食堂ネットワーク、
セカンドハーベストに食糧
支援を行いました。先週金曜に三浦副会長、大河幹
事と一緒にセカンドハーベストさんで贈呈式を行いま
した。昨年に比べ4割程、支援の要望が増えているそう
で、私共が支援したお米等を大変喜んで頂きました。
スタッフも増員したそうですが、大変忙しい状態で、昨
年の理事長は体調を崩され新しい方に変わっていま
した。
タイミングをみて例会へお礼に伺いたいとおっし
ゃっていましたのでご報告致します。

◆クラブフォーラム
（司会：クラブ奉仕副委員長 小島 浩司君）
●会場設営
大嶋 秀紀委員長
新型コロナウイルスの感染防止に努めて、品格ある
例会の準備、運営を実行すると掲げていました。会場
はこれまでの倍のスペース、各テーブルは8名→5名着
席と衝立の設置、非接触型検温器や消毒等を購入さ
せて頂きました。通常例会ではかからなかった費用
は、ニコボックスからも一部負担を頂きました。
コロナ
禍において1年間、会場からの感染もなく皆様のご協
力によりスムーズに運営出来た事、感謝しております。
ありがとうございました。
●会計
後藤 康史委員長
栄RCの資産管理、会費及び入会費の管理、R財団
等への支払い、入出金の管理等を事務局の立会いの
下で銀行印を押印し、滞りなく進めました。親睦会は
今年度1度も出来ず、会費はある程度余っております
が、固定費としての支出もあるため沢山残っている訳
ではありませんので、次年度の会費を下げる方向にな
りました。例会が減り、
ニコボックスの収入はかなり少
ないです。残り1回、皆様のご協力をお願いします。
●職業奉仕
中川 洋二委員長
通常2回の職場訪問例会が1回となるため、年度当
初からその1回を充実させる計画をしてきましたが、思
った以上にコロナの状況が長引き、延期や取りやめが
続きました。4/5に愛知製鋼㈱執行役の水谷正彦様
に卓話をして頂き、職業奉仕委員会の事業はそれの
みになった事が現状です。地区としては昨年10/27に
職業奉仕委員長会議へ出席しました。各地区例年通
りの活動が出来なかったと聞いています。現行の会員
名簿の更新は随時進めました。
●社会奉仕
武元 洋介副委員長
昨年度大盛況だったフットサル大会は、今回栄RC
主催で行い、5施設から小学生を招待。名古屋オーシ
ャンズの選手によりレッスンや交流を行いました。地区
補助金活動として予定していた南山寮と名広愛児園
の子ども達とのBBQはコロナ禍のため中止になりまし
た。代案として施設でBBQを楽しんでもらえるよう
BBQセットを贈りました。
また、
身障者施設より手作り
のマグカップを購入し、
クリスマスプレゼントとして皆さ
んに配布しました。
●国際奉仕
谷村 好一朗委員長
例年通り皆様にtable for twoをお願いしていまし
たが、今年は例会が少なかったので委員会費より補
填し寄付させて頂きます。外部団体協賛金としては名
古屋姉妹友好都市協会に委員会費より寄付させて頂
きます。
また、先日地区からの要請で、
コロナに苦しむ
インドへの寄付として委員会費より寄付させて頂きま
した。57RCで5,862,600円集まり、
フェイスシールド
を贈るそうです。台湾の国際大会へ皆さんと一緒に行
けると思っていましたが、
やはり無理でした。先週オン

◆2020〜2021年度 第12回理事会 議事録

と き : 2021年6月7日
（月）
17：00〜
ところ : 名古屋クレストンホテル9F
出席者 : 16名
（出席15名＋オンライン出席1名）
司 会 : 大河 哲男幹事
１．
開会
①出席者・定員数の確認…（細則第5条第5節の規定による）有効に成立

②議長を会長に指名（細則第4条第1節の規定による）
③議事録署名人の指名…幹事 大河 哲男

２．
会長挨拶
３．
前回議事録の承認…承認
４．
報告事項

①会員退会の件
・沖藤 季彦君 転勤の為 6月30日付
②セカンドハーベスト・あいち子ども食堂ネットワーク支援の件

コメ15万円と日用品15万円分の計
＊セカンドハーベストに、
30万円寄付。
6/18に贈呈予定。

米30万円分寄付。
幹事が礼状披露
＊愛知子ども食堂に、

③新型コロナウィルスに苦しむインドへの支援協力の件

１人2,000円の人頭分担として、会員数107
＊今回は、例会も休会の為、
名分、計214,000円を国際奉仕委員会費より拠出し寄付を行った。

④30周年記念事業の件

＊記念事業に関してはすでに終え、6/28例会時に感謝状を授与予定。
次年度に開催予定の式典費用を残し、残金の470万円程を
＊今年度中にニコボックスに戻入る。

⑤今年度会費完納の件

＊前回、未納者1名についての対応を検討したが、対応前に当事
者から会費が支払われた為、今年度無事完納した旨、報告。

⑥会場検討委員会打ち合わせの件

＊検討委員会で候補地のロイヤルパークホテル関係者と打ち合わせ
を行う。来年３月までに先方より宴会場の広さ等について回答あり。

⑦次年度行事予定および委員会構成の件
⑧意義ある奉仕賞 受賞の件

＊今年度初の試みの児童養護施設の子供達を招待し、開催
したフットサル大会事業が受賞。

⑧その他
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本日はクラブフォーラムです。本来は2回に分けて行
うプログラムですが、今回は強行軍で本日のみで開催
いたしますので、皆様方の絶大なご協力の程、宜しくお
願い致します。
◆幹事報告
（幹事 大河 哲男君）
①例会休会の為ご紹介が遅れましたが、
すでにご入
会済の1名の新入会員の方が本日よりご出席して
頂いております。後ほどご紹介させて頂きます。三重
鉄太郎さん、紹介者は水無瀬尚樹さん、所属はニコ
ボックス委員会です。
◆新入会員紹介（バッチ贈呈 ： 笠原 猛君）
三重 鉄太郎君 : 今月から入会させて頂く事になっ
た三重鉄太郎と申します。勤務先は三井住友信託銀
行で、
この4月、名古屋営業部長として赴任しました。
2016年4月から2年間、四日市RCに入会していまし
た。名字は三重ですが、私自身は東京出身、父は大分
出身で大分の田舎に三重という地区があり、起源はそ
ちらとなります。妻と27歳の娘がいますが、今回は単身
で来ています。趣味はスカッシュとラグビー観戦です。
これから宜しくお願い致します。

例会のお知らせ

■7月5日 : まん延防止等重点措置により休会
■第1316回
（7月12日）
例会のお知らせ
セレモニー・会長所信表明
出席表彰・クラブフォーラム

ラインで参加させて頂きましたが、来年はヒューストン
に行けると良いと思います。
●R情報・研修
寺本 幸隆副委員長
昨年11/24に入会3年未満の方を対象に研修と懇
親会を行いました。
テーマは
「ロータリーへの参加」
で
す。70代の長瀬さん、60代の加藤龍雄さん、50代の大
嶋さんに講師をして頂きながら本音で話をしました。
ま
た11/30の例会では、研修の成果を発表する卓話を
酒井さん、中川さん、吉田さんに実施して頂きました。
本音で語れる委員会であったと思います。
●会員増強
酒井 晃委員長
期初に純増5名という目標を掲げてスタートしまし
たが、結果純減となってしまいました。大変申し訳ござ
いません。
ただご案内の通り、例会がいつ開催出来る
のかわからない状態の中で新入会員の方をお招きす
るのが非常に難しい状況でした。入会して初めて例会
に出席してからの1カ月がロータリーを続けられるかど
うかポイントになると言われます。夜例会という栄RC
の特長を生かして1カ月間でどこまで親睦を深められ
るかが大事です。6月で任期は終わりますが、次年度の
千葉増強委員長と協力しながら今年できなかった分
を埋めていきたいと思います。
●親睦活動
吉田 弘幸委員長
当初は親睦例会3回、
ミニ親睦例会1回を予定して
いましたが、
コロナ感染拡大防止の観点から会員の健
康と安全を第一に考え、開催出来ませんでした。楽し
みにして頂いていた方も多かったと思いますが、本当
に申し訳ありませんでした。結婚記念日・独身会員の
方の誕生日にはアレンジフラワーをご自宅へ郵送させ
て頂きました。誕生日会員へ月の第1例会時に壇上に
てバースデイソングで祝福し記念品を贈呈する予定で
したが、動画例会にて幹事から誕生日報告を行って
頂くという事もありました。物故会員の命日には3回忌
まで仏花を直送させて頂きました。
なかなか思うように
出来ず大変忸怩たる思いをしましたが、1年間ご協力
ありがとうございました。
●プログラム・会報
岡田 直人委員長
年度初めにはプログラムを色々予定していました
が、緊急事態宣言により色々な影響が出て、外部卓
話の日程変更や例会休会等、そのやりくりに大変な
思いをしたというのが正直な感想です。本来であれ
ば、皆様の興味を引く楽しい卓話を色々な方にお願
いする予定でしたが、全く実現出来ず、大変申し訳
ない思いです。プログラム委員会が唯一出来る仕事と
して、笠原会長の目玉である
「ウィズコロナ時代のロ
ータリーとは」
のプログラムを、次回の最終例会で出
来る事がせめてもの救いかなと思います。会員の皆
様にも突然卓話をお願いする等、日程変更で様々な
ご迷惑おかけしました事を重ねてお詫び申し上げま
す。私としては大変残念な1年でした。この経験を次
年度の木村委員長に伝えると共に、本年度やり残し

たプログラムを引き継ぐ事でご協力させて頂こうと思
います。
●会員選考・職業分類
奥井 光明委員長
今年度はコロナ禍という極めて特殊な環境下での
活動となりました。酒井会員増強委員長のご尽力があ
り、
この環境下の中でも4名の新入会員を迎える事が
出来ました。
ロータリアンとしての資質を厳正に審査
し、理事会へ報告させて頂きました。4名の皆様とても
素晴らしい方で、
これからのR活動を期待しています。
次年度また会員が増強して栄RCが発展する事を祈
念しています。
●青少年奉仕
岡本 宏一委員長
昨年12月に行われた青少年交換プログラムの帰国
報告会、4月に行われたローターアクトに出席しまし
た。
コロナ過でありながら、昨年11月に何とかメインプ
ログラムのチャリティーランに参加。例年同様、名広・
南山寮各1チームずつと栄RCのみのおじさんチーム、
計3チームで参加し、栄RCチームが7位と好成績を残
す事が出来ました。希望の風奨学金寄付は例年通り1
人1,000円、計96,000円を寄付させて頂きました。
コ
ロナ禍で制約される中、青少年奉仕の活動にご協力
頂きまして本当にありがとうございました。
●ロータリー財団
日置 教康委員長
昨年9/4、東急ホテルにおいて財団セミナーがあり
ました。各種寄付では、エンドポリオ寄付に会員数
1,000円の106,000円を支払い、皆様にマスクをお配
りしました。今年度R財団へ寄付された方は、梅村成
君、吉田弘幸君、谷村好一朗君、
臼井喜生君、岡田直
人君、上田寛明君、大河哲男君、丹羽健君、牧野博和
君、梶川直人君です。
クラブとしては、12,386＄(約135
万円)、
またポリオプラスへ約35万円を寄付させて頂き
ました。来年度は沢山の方が寄付されることを希望し
ます。
●米山記念奨学
大河 哲男代理
昨年9/19に地区委員長会議に出席しました。普通
寄付として5,000円/1人 会員数、計54万円、特別寄
付として65万円、計119万円の寄付を行いました。
ま
た、米山梅吉記念館賛助会員協賛の啓蒙活動に参加
しております。10/19には
「奨学事業の現状と課題」
と
いう演題で地区米山奨学委員の加藤英樹様から卓
話を頂戴しました。2021年4月〜2023年3月までの2
年間、米山奨学生・崔蕾さんの世話クラブを務めます。
カウンセラーは次年度米山委員長の寺本幸隆君で
す。
崔蕾さんの応援、宜しくお願いします。
●広報・危機管理
田川 茂昭委員長
地区危機管理セミナー(Zoom開催)に出席、
ホーム
ページの充実としてロータリーに関する情報を出来る
だけ多くの会員に啓蒙すべく、早めのプログラム案内
およびホームページ記載を行いました。
また、
インター
ネットにてウィークリーツールを配信し、
ホームページ
にも随時掲載しました。3/27に栄RCと名古屋オーシ

回の会議を開催し、
シニアクラブや衛星クラブ、
コロナ
禍におけるクラブ運営の在り方、事務局の業務改善に
ついて意見交換を致しました。
また例会場の在り方に
ついて、例会場検討委員会を理事会承認の下で立ち
上げました。委員長は山田慎也パスト会長、副委員長
は牧野博和パスト会長、私の2人、
その他クラブ戦略
会議のメンバー構成で、
これからどうあるべきか検討
していきます。
●クラブ奉仕
小島 浩司副委員長
本日はクラブフォーラムにご協力賜り、
ありがとうご
ざいました。最大のミッションは年2回のクラブフォー
ラムを円滑に行う事です。昨年7/13、27のクラブフォ
ーラムでは、新年度の各委員長の所信表明が行われ
ました。
そして本日、振り返りのクラブフォーラムが行わ
れた訳ですが、2週に分けてご報告頂くところ1日で全
ての委員からご報告頂く事になりました。非常にコンパ
クトで要点を抑えてご報告頂き、
さすがだと感心して
おります。短い時間でなかなか報告しきれなかった部
分もあるかと思いますが次年度のクラブフォーラムに
備えて頂いて、次回は2回に分けてしっかりとお聞きで
きればと思います。

ボルガー・クナーク

ャンズ共同で行ったフットサル教室の活動内容が、
中
日新聞に掲載されました。本年度最後の例会では、30
周年事業の感謝状贈呈、
ウィズコロナ時代のロータリ
ーとはについてのパネルディスカッションに中部経済
新聞の記者をお招きしています。格好良い記事が中部
経済新聞に掲載されるよう、皆様のご協力宜しくお願
いします。
●ソングリーダー
丹羽 健委員長
皆様に気持ち良く歌を歌って頂きたい、
そのために
良いタクトを振ろうと目標に掲げましたが、感染防止
対策のため歌が歌えない事態になり、
目的を果たす事
が出来ませんでした。
また、新入会員の方に関してもほ
とんど練習出来ず、
申し訳なかったと思います。
ご多忙
のとこ毎週月曜に時間を作って来て頂く例会では、最
初に歌が始まりますが、皆さんの心が一つになる大事
な時間だと思います。大きな声で歌える日が早く来るよ
うに願っております。
●出席
夏目 信幸委員長
本年度の出席状況は、上半期の例会総数15回の
月別出席率が61.59％、下半期は例会総数10回、
63.79％、年間では計25回の例会で月別出席率平均
が62.69％となっています。
コロナ禍において皆さん前
向きに出席して頂けたのではないかと感じています。各
自の出席表については7/12に下半期分を配布予定で
す。
コロナ禍のためメーキャップは推奨せず、全会員を
メーキャップ充当とみなし加算しています。出席表彰
は、年間ホームクラブ100％該当の方のみとさせて頂
き、7/12の例会時に表彰予定です。今年度は期日内
のビデオ動画視聴も出席とさせて頂いています。来年
度は出席率が上がる事を期待しています。
●ニコボックス
生田 泰通委員長
今年度初めて委員長を拝命しましたが、皆様のお
かげで大きなトラブルもなく進めていく事が出来まし
た。結果は今日現在117万4千円と、
目標金額を達成
する事は出来ませんでしたが、少ない例会の中限られ
た場において皆様に多くのご協力を頂きました。本当
にありがとうございました。各種寄付としては、熊本豪
雨災害寄付を球磨村と八代市に支援物資として計
296,670円分ニコボックスより捻出、
こども食堂の支
援をセカンドハーベスト名古屋に食糧支援として計
60万円分をニコボックスの奉仕事業費より捻出させ
て頂きました。次年度は少しでも良い結果が出せるよ
う、
率先して協力します。
●会計監査
長谷川 直人委員長
6月末で締めて7/2に会計監査を実施する予定で
す。
来年度、
監査後に会計監査報告させて頂きます。
●クラブ戦略会議
笠原 猛委員長
本年度から四世代戦略会議の名称を改め、
クラブ
戦略会議となりました。
メンバーは直前会長幹事、
当
該会長幹事、会長エレクト・副幹事、次々年度の会長
幹事です。
昨年10/12に三世代で会議、今年4月には2

◆ニコボックス

皆様、
お元気ですか？本当に久しぶりの例会です。
ク
猛君
ラブフォーラム宜しくお願いします。 笠原
お久しぶりです。お元気ですか？本年度最後まで宜
大河 哲男君
しくお願いします。
笠原会長年度あと2回になりました。宜しくお願いし
三浦 幸治君
ます。
本日よりお世話になります。新会員の三重と申しま
三重鉄太郎君
す。
これから宜しくお願いします。
原野 勝至君
コロナワクチン接種完了。
先月20日に実父が他界しました。満95才で大往生
岡田 直人君
でした。
お久しぶりです。 羽田野道明君
杉浦 康之君
森下 幹人君
福本 豊彦君
西村 忠郎君
宜しくお願いします。藤城 鐵英君
杉本 達也君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。
梅村
成君
上坂 寛文君
谷川
貢君
元気です。
田川 茂昭君
細井 土夫君
立松
賢君
吉田 弘幸君
大野 友三君
武元 洋介君
水越 省三君
稲田 一之君
生田 泰通君

５．
審議事項

①6月例会・名古屋観光ホテル特別食事券配布の件…承認可決

＊6/21クラブフォーラム、6/28パネルディスカッションに変更。
6/28親睦例会は中止とするが、名古屋観光ホテル特別食事
券
（10,000円分）
を全会員に配布する。

②新入会員 承認・所属委員会の件…承認可決

・埜谷
悟氏 紹介者:小野 清一君 所属委員会:親睦活動
・佐藤 和幸氏 紹介者:沖藤 季彦君 所属委員会:ニコボックス
＊6月退会予定の沖藤君後任

＊承認後、本日
「7日間の告知」異議なければ次年度7/5入会予定

③事務局員に対する特別賞与支給の件…原案通り承認可決
④2020〜2021年度 山田昇平賞の件…承認可決

＊フットサル大会開催の功績を表し、社会奉仕委員会（中村秀宏・武
元洋介・木村忠晴・松永剛宏・北原拓・藤澤徹修 計6名）
を推薦。

⑤会出席表彰等取り扱いの件…承認可決

＊ 様々な意見があったが、多数決の結果、例年とおり表彰する。但し、
修正については、
メーキャップを行っている会員のみ対象とする。

⑥市内25RC社会奉仕委員長会議の件…承認可決

＊栄RCとしては、
Ⓐ案
（会則可決後、
脱会する）
で6/16市内
社会奉仕委員長会議に上程する。

⑦今期下期会費の取り扱いについて…承認可決

＊特別措置として、
コロナ禍に於いて、例会が十分に行えなかったことを
考慮し、最終決算見積もりの余剰金を次年度上半期分に充当し、会
員に還元（14万円/人）
とし、次年度上期分会費は６万円/人とする。

６．
協議事項
①その他…特になし

◆2020〜2021年度 臨時理事会 議事録

と き : 2021年6月15日
（火）
13：00〜
ところ : オンライン会議
出席者 : 16名（全員オンライン出席） 司会 : 大河 哲男幹事
議案．
出席表彰等取り扱い
（再）
の件…承認可決
前回
（6月7日）
に決議された出席表彰等取り扱いの
修正案を以下の通り、
会長・幹事より再度上程した。

（1)表彰はホーム出席100％の会員のみとする
（2）
今年度の会員の修正出席率は100％とみなす

但し、修正出席率表彰は次年度以降、
メークアップが通常

の状態に戻るまで先送りとする。
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会員出席 107（95）名中70名 出席率73.68％
◆国歌
「手に手つないで」
◆ロータリーソング
◆会長挨拶（会長 笠原 猛君）
皆さんこんばんは。4/12以来
の久しぶりの例会です。
このまま
例会が開催出来ずに年度が終
わってしまうのではないかと心
配しておりましたが、最後の2回
お付き合い頂きたいと思います。
さて、
ワクチン接種が相当な
勢いで実施されています。皆様の中にも既に2度目の
接種を終え、安心されている方もおみえになると思い
ますが、最近ワクチンハラスメントの問題が指摘されて
います。個人の色々な事情がありますのでワクチン接
種をしたか、
しないかで差別があってはいけない訳で
すが、
これも悩ましい問題です。
休会中の栄RCの活動を少し披露します。
コロナ禍
で1年遅れた30周年の記念事業として、
中区内全ての
11小学校に教育に資する目的の要望品を寄贈し、完
了しました。来週の例会で、代表として御園小学校の
校長先生がお越しになられると聞いています。
それか
ら、昨年に続き皆様からの貴重なニコボックスより、愛
知こども食堂ネットワーク、
セカンドハーベストに食糧
支援を行いました。先週金曜に三浦副会長、大河幹
事と一緒にセカンドハーベストさんで贈呈式を行いま
した。昨年に比べ4割程、支援の要望が増えているそう
で、私共が支援したお米等を大変喜んで頂きました。
スタッフも増員したそうですが、大変忙しい状態で、昨
年の理事長は体調を崩され新しい方に変わっていま
した。
タイミングをみて例会へお礼に伺いたいとおっし
ゃっていましたのでご報告致します。

◆クラブフォーラム
（司会：クラブ奉仕副委員長 小島 浩司君）
●会場設営
大嶋 秀紀委員長
新型コロナウイルスの感染防止に努めて、品格ある
例会の準備、運営を実行すると掲げていました。会場
はこれまでの倍のスペース、各テーブルは8名→5名着
席と衝立の設置、非接触型検温器や消毒等を購入さ
せて頂きました。通常例会ではかからなかった費用
は、ニコボックスからも一部負担を頂きました。
コロナ
禍において1年間、会場からの感染もなく皆様のご協
力によりスムーズに運営出来た事、感謝しております。
ありがとうございました。
●会計
後藤 康史委員長
栄RCの資産管理、会費及び入会費の管理、R財団
等への支払い、入出金の管理等を事務局の立会いの
下で銀行印を押印し、滞りなく進めました。親睦会は
今年度1度も出来ず、会費はある程度余っております
が、固定費としての支出もあるため沢山残っている訳
ではありませんので、次年度の会費を下げる方向にな
りました。例会が減り、
ニコボックスの収入はかなり少
ないです。残り1回、皆様のご協力をお願いします。
●職業奉仕
中川 洋二委員長
通常2回の職場訪問例会が1回となるため、年度当
初からその1回を充実させる計画をしてきましたが、思
った以上にコロナの状況が長引き、延期や取りやめが
続きました。4/5に愛知製鋼㈱執行役の水谷正彦様
に卓話をして頂き、職業奉仕委員会の事業はそれの
みになった事が現状です。地区としては昨年10/27に
職業奉仕委員長会議へ出席しました。各地区例年通
りの活動が出来なかったと聞いています。現行の会員
名簿の更新は随時進めました。
●社会奉仕
武元 洋介副委員長
昨年度大盛況だったフットサル大会は、今回栄RC
主催で行い、5施設から小学生を招待。名古屋オーシ
ャンズの選手によりレッスンや交流を行いました。地区
補助金活動として予定していた南山寮と名広愛児園
の子ども達とのBBQはコロナ禍のため中止になりまし
た。代案として施設でBBQを楽しんでもらえるよう
BBQセットを贈りました。
また、
身障者施設より手作り
のマグカップを購入し、
クリスマスプレゼントとして皆さ
んに配布しました。
●国際奉仕
谷村 好一朗委員長
例年通り皆様にtable for twoをお願いしていまし
たが、今年は例会が少なかったので委員会費より補
填し寄付させて頂きます。外部団体協賛金としては名
古屋姉妹友好都市協会に委員会費より寄付させて頂
きます。
また、先日地区からの要請で、
コロナに苦しむ
インドへの寄付として委員会費より寄付させて頂きま
した。57RCで5,862,600円集まり、
フェイスシールド
を贈るそうです。台湾の国際大会へ皆さんと一緒に行
けると思っていましたが、
やはり無理でした。先週オン

◆2020〜2021年度 第12回理事会 議事録

と き : 2021年6月7日
（月）
17：00〜
ところ : 名古屋クレストンホテル9F
出席者 : 16名
（出席15名＋オンライン出席1名）
司 会 : 大河 哲男幹事
１．
開会
①出席者・定員数の確認…（細則第5条第5節の規定による）有効に成立

②議長を会長に指名（細則第4条第1節の規定による）
③議事録署名人の指名…幹事 大河 哲男

２．
会長挨拶
３．
前回議事録の承認…承認
４．
報告事項

①会員退会の件
・沖藤 季彦君 転勤の為 6月30日付
②セカンドハーベスト・あいち子ども食堂ネットワーク支援の件

コメ15万円と日用品15万円分の計
＊セカンドハーベストに、
30万円寄付。
6/18に贈呈予定。

米30万円分寄付。
幹事が礼状披露
＊愛知子ども食堂に、

③新型コロナウィルスに苦しむインドへの支援協力の件

１人2,000円の人頭分担として、会員数107
＊今回は、例会も休会の為、
名分、計214,000円を国際奉仕委員会費より拠出し寄付を行った。

④30周年記念事業の件

＊記念事業に関してはすでに終え、6/28例会時に感謝状を授与予定。
次年度に開催予定の式典費用を残し、残金の470万円程を
＊今年度中にニコボックスに戻入る。

⑤今年度会費完納の件

＊前回、未納者1名についての対応を検討したが、対応前に当事
者から会費が支払われた為、今年度無事完納した旨、報告。

⑥会場検討委員会打ち合わせの件

＊検討委員会で候補地のロイヤルパークホテル関係者と打ち合わせ
を行う。来年３月までに先方より宴会場の広さ等について回答あり。

⑦次年度行事予定および委員会構成の件
⑧意義ある奉仕賞 受賞の件

＊今年度初の試みの児童養護施設の子供達を招待し、開催
したフットサル大会事業が受賞。

⑧その他

承 認
例会日
例会場
事務局

1990年5月1日
月曜日・18:00
名古屋クレストンホテル
中区栄3-31-25
サンテアビタシオン503号室

Tel （052）
:
242-6848
Fax （052）
:
242-6208
Mobile phone （080）
:
5160-5517
E-mail : info@nagoya-sakae-rc.org
URL : http://nagoya-sakae-rc.org/

本日はクラブフォーラムです。本来は2回に分けて行
うプログラムですが、今回は強行軍で本日のみで開催
いたしますので、皆様方の絶大なご協力の程、宜しくお
願い致します。
◆幹事報告
（幹事 大河 哲男君）
①例会休会の為ご紹介が遅れましたが、
すでにご入
会済の1名の新入会員の方が本日よりご出席して
頂いております。後ほどご紹介させて頂きます。三重
鉄太郎さん、紹介者は水無瀬尚樹さん、所属はニコ
ボックス委員会です。
◆新入会員紹介（バッチ贈呈 ： 笠原 猛君）
三重 鉄太郎君 : 今月から入会させて頂く事になっ
た三重鉄太郎と申します。勤務先は三井住友信託銀
行で、
この4月、名古屋営業部長として赴任しました。
2016年4月から2年間、四日市RCに入会していまし
た。名字は三重ですが、私自身は東京出身、父は大分
出身で大分の田舎に三重という地区があり、起源はそ
ちらとなります。妻と27歳の娘がいますが、今回は単身
で来ています。趣味はスカッシュとラグビー観戦です。
これから宜しくお願い致します。

例会のお知らせ

■7月5日 : まん延防止等重点措置により休会
■第1316回
（7月12日）
例会のお知らせ
セレモニー・会長所信表明
出席表彰・クラブフォーラム

ラインで参加させて頂きましたが、来年はヒューストン
に行けると良いと思います。
●R情報・研修
寺本 幸隆副委員長
昨年11/24に入会3年未満の方を対象に研修と懇
親会を行いました。
テーマは
「ロータリーへの参加」
で
す。70代の長瀬さん、60代の加藤龍雄さん、50代の大
嶋さんに講師をして頂きながら本音で話をしました。
ま
た11/30の例会では、研修の成果を発表する卓話を
酒井さん、中川さん、吉田さんに実施して頂きました。
本音で語れる委員会であったと思います。
●会員増強
酒井 晃委員長
期初に純増5名という目標を掲げてスタートしまし
たが、結果純減となってしまいました。大変申し訳ござ
いません。
ただご案内の通り、例会がいつ開催出来る
のかわからない状態の中で新入会員の方をお招きす
るのが非常に難しい状況でした。入会して初めて例会
に出席してからの1カ月がロータリーを続けられるかど
うかポイントになると言われます。夜例会という栄RC
の特長を生かして1カ月間でどこまで親睦を深められ
るかが大事です。6月で任期は終わりますが、次年度の
千葉増強委員長と協力しながら今年できなかった分
を埋めていきたいと思います。
●親睦活動
吉田 弘幸委員長
当初は親睦例会3回、
ミニ親睦例会1回を予定して
いましたが、
コロナ感染拡大防止の観点から会員の健
康と安全を第一に考え、開催出来ませんでした。楽し
みにして頂いていた方も多かったと思いますが、本当
に申し訳ありませんでした。結婚記念日・独身会員の
方の誕生日にはアレンジフラワーをご自宅へ郵送させ
て頂きました。誕生日会員へ月の第1例会時に壇上に
てバースデイソングで祝福し記念品を贈呈する予定で
したが、動画例会にて幹事から誕生日報告を行って
頂くという事もありました。物故会員の命日には3回忌
まで仏花を直送させて頂きました。
なかなか思うように
出来ず大変忸怩たる思いをしましたが、1年間ご協力
ありがとうございました。
●プログラム・会報
岡田 直人委員長
年度初めにはプログラムを色々予定していました
が、緊急事態宣言により色々な影響が出て、外部卓
話の日程変更や例会休会等、そのやりくりに大変な
思いをしたというのが正直な感想です。本来であれ
ば、皆様の興味を引く楽しい卓話を色々な方にお願
いする予定でしたが、全く実現出来ず、大変申し訳
ない思いです。プログラム委員会が唯一出来る仕事と
して、笠原会長の目玉である
「ウィズコロナ時代のロ
ータリーとは」
のプログラムを、次回の最終例会で出
来る事がせめてもの救いかなと思います。会員の皆
様にも突然卓話をお願いする等、日程変更で様々な
ご迷惑おかけしました事を重ねてお詫び申し上げま
す。私としては大変残念な1年でした。この経験を次
年度の木村委員長に伝えると共に、本年度やり残し

たプログラムを引き継ぐ事でご協力させて頂こうと思
います。
●会員選考・職業分類
奥井 光明委員長
今年度はコロナ禍という極めて特殊な環境下での
活動となりました。酒井会員増強委員長のご尽力があ
り、
この環境下の中でも4名の新入会員を迎える事が
出来ました。
ロータリアンとしての資質を厳正に審査
し、理事会へ報告させて頂きました。4名の皆様とても
素晴らしい方で、
これからのR活動を期待しています。
次年度また会員が増強して栄RCが発展する事を祈
念しています。
●青少年奉仕
岡本 宏一委員長
昨年12月に行われた青少年交換プログラムの帰国
報告会、4月に行われたローターアクトに出席しまし
た。
コロナ過でありながら、昨年11月に何とかメインプ
ログラムのチャリティーランに参加。例年同様、名広・
南山寮各1チームずつと栄RCのみのおじさんチーム、
計3チームで参加し、栄RCチームが7位と好成績を残
す事が出来ました。希望の風奨学金寄付は例年通り1
人1,000円、計96,000円を寄付させて頂きました。
コ
ロナ禍で制約される中、青少年奉仕の活動にご協力
頂きまして本当にありがとうございました。
●ロータリー財団
日置 教康委員長
昨年9/4、東急ホテルにおいて財団セミナーがあり
ました。各種寄付では、エンドポリオ寄付に会員数
1,000円の106,000円を支払い、皆様にマスクをお配
りしました。今年度R財団へ寄付された方は、梅村成
君、吉田弘幸君、谷村好一朗君、
臼井喜生君、岡田直
人君、上田寛明君、大河哲男君、丹羽健君、牧野博和
君、梶川直人君です。
クラブとしては、12,386＄(約135
万円)、
またポリオプラスへ約35万円を寄付させて頂き
ました。来年度は沢山の方が寄付されることを希望し
ます。
●米山記念奨学
大河 哲男代理
昨年9/19に地区委員長会議に出席しました。普通
寄付として5,000円/1人 会員数、計54万円、特別寄
付として65万円、計119万円の寄付を行いました。
ま
た、米山梅吉記念館賛助会員協賛の啓蒙活動に参加
しております。10/19には
「奨学事業の現状と課題」
と
いう演題で地区米山奨学委員の加藤英樹様から卓
話を頂戴しました。2021年4月〜2023年3月までの2
年間、米山奨学生・崔蕾さんの世話クラブを務めます。
カウンセラーは次年度米山委員長の寺本幸隆君で
す。
崔蕾さんの応援、宜しくお願いします。
●広報・危機管理
田川 茂昭委員長
地区危機管理セミナー(Zoom開催)に出席、
ホーム
ページの充実としてロータリーに関する情報を出来る
だけ多くの会員に啓蒙すべく、早めのプログラム案内
およびホームページ記載を行いました。
また、
インター
ネットにてウィークリーツールを配信し、
ホームページ
にも随時掲載しました。3/27に栄RCと名古屋オーシ

回の会議を開催し、
シニアクラブや衛星クラブ、
コロナ
禍におけるクラブ運営の在り方、事務局の業務改善に
ついて意見交換を致しました。
また例会場の在り方に
ついて、例会場検討委員会を理事会承認の下で立ち
上げました。委員長は山田慎也パスト会長、副委員長
は牧野博和パスト会長、私の2人、
その他クラブ戦略
会議のメンバーで、
これからどうあるべきか検討してい
きます。
●クラブ奉仕
小島 浩司副委員長
本日はクラブフォーラムにご協力賜り、
ありがとうご
ざいました。最大のミッションは年2回のクラブフォー
ラムを円滑に行う事です。昨年7/13、27のクラブフォ
ーラムでは、新年度の各委員長の所信表明が行われ
ました。
そして本日、振り返りのクラブフォーラムが行わ
れた訳ですが、2週に分けてご報告頂くところ1日で全
ての委員からご報告頂く事になりました。非常にコンパ
クトで要点を抑えてご報告頂き、
さすがだと感心して
おります。短い時間でなかなか報告しきれなかった部
分もあるかと思いますが次年度のクラブフォーラムに
備えて頂いて、次回は2回に分けてしっかりとお聞きで
きればと思います。

ボルガー・クナーク

ャンズ共同で行ったフットサル教室の活動内容が、
中
日新聞に掲載されました。本年度最後の例会では、30
周年事業の感謝状贈呈、
ウィズコロナ時代のロータリ
ーとはについてのパネルディスカッションに中部経済
新聞の記者をお招きしています。格好良い記事が中部
経済新聞に掲載されるよう、皆様のご協力宜しくお願
いします。
●ソングリーダー
丹羽 健委員長
皆様に気持ち良く歌を歌って頂きたい、
そのために
良いタクトを振ろうと目標に掲げましたが、感染防止
対策のため歌が歌えない事態になり、
目的を果たす事
が出来ませんでした。
また、新入会員の方に関してもほ
とんど練習出来ず、
申し訳なかったと思います。
ご多忙
のとこ毎週月曜に時間を作って来て頂く例会では、最
初に歌が始まりますが、皆さんの心が一つになる大事
な時間だと思います。大きな声で歌える日が早く来るよ
うに願っております。
●出席
夏目 信幸委員長
本年度の出席状況は、上半期の例会総数15回の
月別出席率が61.59％、下半期は例会総数10回、
63.79％、年間では計25回の例会で月別出席率平均
が62.69％となっています。
コロナ禍において皆さん前
向きに出席して頂けたのではないかと感じています。各
自の出席表については7/12に下半期分を配布予定で
す。
コロナ禍のためメーキャップは推奨せず、全会員を
メーキャップ充当とみなし加算しています。出席表彰
は、年間ホームクラブ100％該当の方のみとさせて頂
き、7/12の例会時に表彰予定です。今年度は期日内
のビデオ動画視聴も出席とさせて頂いています。来年
度は出席率が上がる事を期待しています。
●ニコボックス
生田 泰通委員長
今年度初めて委員長を拝命しましたが、皆様のお
かげで大きなトラブルもなく進めていく事が出来まし
た。結果は今日現在117万4千円と、
目標金額を達成
する事は出来ませんでしたが、少ない例会の中限られ
た場において皆様に多くのご協力を頂きました。本当
にありがとうございました。各種寄付としては、熊本豪
雨災害寄付を球磨村と八代市に支援物資として計
296,670円分ニコボックスより捻出、
こども食堂の支
援をセカンドハーベスト名古屋に食糧支援として計
60万円分をニコボックスの奉仕事業費より捻出させ
て頂きました。次年度は少しでも良い結果が出せるよ
う、
率先して協力します。
●会計監査
長谷川 直人委員長
6月末で締めて7/2に会計監査を実施する予定で
す。
来年度、
監査後に会計監査報告させて頂きます。
●クラブ戦略会議
笠原 猛委員長
本年度から四世代戦略会議の名称を改め、
クラブ
戦略会議となりました。
メンバーは直前会長幹事、
当
該会長幹事、会長エレクト・副幹事、次々年度の会長
幹事です。
昨年10/12に三世代で会議、今年4月には2

◆ニコボックス

皆様、
お元気ですか？本当に久しぶりの例会です。
ク
猛君
ラブフォーラム宜しくお願いします。 笠原
お久しぶりです。お元気ですか？本年度最後まで宜
大河 哲男君
しくお願いします。
笠原会長年度あと2回になりました。宜しくお願いし
三浦 幸治君
ます。
本日よりお世話になります。新会員の三重と申しま
三重鉄太郎君
す。
これから宜しくお願いします。
原野 勝至君
コロナワクチン接種完了。
先月20日に実父が他界しました。満95才で大往生
岡田 直人君
でした。
お久しぶりです。 羽田野道明君
杉浦 康之君
森下 幹人君
福本 豊彦君
西村 忠郎君
宜しくお願いします。藤城 鐵英君
杉本 達也君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。
梅村
成君
上坂 寛文君
谷川
貢君
元気です。
田川 茂昭君
細井 土夫君
立松
賢君
吉田 弘幸君
大野 友三君
武元 洋介君
水越 省三君
稲田 一之君
生田 泰通君

５．
審議事項

①6月例会・名古屋観光ホテル特別食事券配布の件…承認可決

＊6/21クラブフォーラム、6/28パネルディスカッションに変更。
6/28親睦例会は中止とするが、名古屋観光ホテル特別食事
券
（10,000円分）
を全会員に配布する。

②新入会員 承認・所属委員会の件…承認可決

・埜谷
悟氏 紹介者:小野 清一君 所属委員会:親睦活動
・佐藤 和幸氏 紹介者:沖藤 季彦君 所属委員会:ニコボックス
＊6月退会予定の沖藤君後任

＊承認後、本日
「7日間の告知」異議なければ次年度7/5入会予定

③事務局員に対する特別賞与支給の件…原案通り承認可決
④2020〜2021年度 山田昇平賞の件…承認可決

＊フットサル大会開催の功績を表し、社会奉仕委員会（中村秀宏・武
元洋介・木村忠晴・松永剛宏・北原拓・藤澤徹修 計6名）
を推薦。

⑤会出席表彰等取り扱いの件…承認可決

＊ 様々な意見があったが、多数決の結果、例年とおり表彰する。但し、
修正については、
メーキャップを行っている会員のみ対象とする。

⑥市内25RC社会奉仕委員長会議の件…承認可決

＊栄RCとしては、
Ⓐ案
（会則可決後、
脱会する）
で6/16市内
社会奉仕委員長会議に上程する。

⑦今期下期会費の取り扱いについて…承認可決

＊特別措置として、
コロナ禍に於いて、例会が十分に行えなかったことを
考慮し、最終決算見積もりの余剰金を次年度上半期分に充当し、会
員に還元（14万円/人）
とし、次年度上期分会費は６万円/人とする。

６．
協議事項
①その他…特になし

◆2020〜2021年度 臨時理事会 議事録

と き : 2021年6月15日
（火）
13：00〜
ところ : オンライン会議
出席者 : 16名（全員オンライン出席） 司会 : 大河 哲男幹事
議案．
出席表彰等取り扱い
（再）
の件…承認可決
前回
（6月7日）
に決議された出席表彰等取り扱いの
修正案を以下の通り、
会長・幹事より再度上程した。

（1)表彰はホーム出席100％の会員のみとする
（2）
今年度の会員の修正出席率は100％とみなす

但し、修正出席率表彰は次年度以降、
メークアップが通常

の状態に戻るまで先送りとする。
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No.25

会員出席 107（95）名中70名 出席率73.68％
◆国歌
「手に手つないで」
◆ロータリーソング
◆会長挨拶（会長 笠原 猛君）
皆さんこんばんは。4/12以来
の久しぶりの例会です。
このまま
例会が開催出来ずに年度が終
わってしまうのではないかと心
配しておりましたが、最後の2回
お付き合い頂きたいと思います。
さて、
ワクチン接種が相当な
勢いで実施されています。皆様の中にも既に2度目の
接種を終え、安心されている方もおみえになると思い
ますが、最近ワクチンハラスメントの問題が指摘されて
います。個人の色々な事情がありますのでワクチン接
種をしたか、
しないかで差別があってはいけない訳で
すが、
これも悩ましい問題です。
休会中の栄RCの活動を少し披露します。
コロナ禍
で1年遅れた30周年の記念事業として、
中区内全ての
11小学校に教育に資する目的の要望品を寄贈し、完
了しました。来週の例会で、代表として御園小学校の
校長先生がお越しになられると聞いています。
それか
ら、昨年に続き皆様からの貴重なニコボックスより、愛
知こども食堂ネットワーク、
セカンドハーベストに食糧
支援を行いました。先週金曜に三浦副会長、大河幹
事と一緒にセカンドハーベストさんで贈呈式を行いま
した。昨年に比べ4割程、支援の要望が増えているそう
で、私共が支援したお米等を大変喜んで頂きました。
スタッフも増員したそうですが、大変忙しい状態で、昨
年の理事長は体調を崩され新しい方に変わっていま
した。
タイミングをみて例会へお礼に伺いたいとおっし
ゃっていましたのでご報告致します。

◆クラブフォーラム
（司会：クラブ奉仕副委員長 小島 浩司君）
●会場設営
大嶋 秀紀委員長
新型コロナウイルスの感染防止に努めて、品格ある
例会の準備、運営を実行すると掲げていました。会場
はこれまでの倍のスペース、各テーブルは8名→5名着
席と衝立の設置、非接触型検温器や消毒等を購入さ
せて頂きました。通常例会ではかからなかった費用
は、ニコボックスからも一部負担を頂きました。
コロナ
禍において1年間、会場からの感染もなく皆様のご協
力によりスムーズに運営出来た事、感謝しております。
ありがとうございました。
●会計
後藤 康史委員長
栄RCの資産管理、会費及び入会費の管理、R財団
等への支払い、入出金の管理等を事務局の立会いの
下で銀行印を押印し、滞りなく進めました。親睦会は
今年度1度も出来ず、会費はある程度余っております
が、固定費としての支出もあるため沢山残っている訳
ではありませんので、次年度の会費を下げる方向にな
りました。例会が減り、
ニコボックスの収入はかなり少
ないです。残り1回、皆様のご協力をお願いします。
●職業奉仕
中川 洋二委員長
通常2回の職場訪問例会が1回となるため、年度当
初からその1回を充実させる計画をしてきましたが、思
った以上にコロナの状況が長引き、延期や取りやめが
続きました。4/5に愛知製鋼㈱執行役の水谷正彦様
に卓話をして頂き、職業奉仕委員会の事業はそれの
みになった事が現状です。地区としては昨年10/27に
職業奉仕委員長会議へ出席しました。各地区例年通
りの活動が出来なかったと聞いています。現行の会員
名簿の更新は随時進めました。
●社会奉仕
武元 洋介副委員長
昨年度大盛況だったフットサル大会は、今回栄RC
主催で行い、5施設から小学生を招待。名古屋オーシ
ャンズの選手によりレッスンや交流を行いました。地区
補助金活動として予定していた南山寮と名広愛児園
の子ども達とのBBQはコロナ禍のため中止になりまし
た。代案として施設でBBQを楽しんでもらえるよう
BBQセットを贈りました。
また、
身障者施設より手作り
のマグカップを購入し、
クリスマスプレゼントとして皆さ
んに配布しました。
●国際奉仕
谷村 好一朗委員長
例年通り皆様にtable for twoをお願いしていまし
たが、今年は例会が少なかったので委員会費より補
填し寄付させて頂きます。外部団体協賛金としては名
古屋姉妹友好都市協会に委員会費より寄付させて頂
きます。
また、先日地区からの要請で、
コロナに苦しむ
インドへの寄付として委員会費より寄付させて頂きま
した。57RCで5,862,600円集まり、
フェイスシールド
を贈るそうです。台湾の国際大会へ皆さんと一緒に行
けると思っていましたが、
やはり無理でした。先週オン

◆2020〜2021年度 第12回理事会 議事録

と き : 2021年6月7日
（月）
17：00〜
ところ : 名古屋クレストンホテル9F
出席者 : 16名
（出席15名＋オンライン出席1名）
司 会 : 大河 哲男幹事
１．
開会
①出席者・定員数の確認…（細則第5条第5節の規定による）有効に成立

②議長を会長に指名（細則第4条第1節の規定による）
③議事録署名人の指名…幹事 大河 哲男

２．
会長挨拶
３．
前回議事録の承認…承認
４．
報告事項

①会員退会の件
・沖藤 季彦君 転勤の為 6月30日付
②セカンドハーベスト・あいち子ども食堂ネットワーク支援の件

コメ15万円と日用品15万円分の計
＊セカンドハーベストに、
30万円寄付。
6/18に贈呈予定。

米30万円分寄付。
幹事が礼状披露
＊愛知子ども食堂に、

③新型コロナウィルスに苦しむインドへの支援協力の件

１人2,000円の人頭分担として、会員数107
＊今回は、例会も休会の為、
名分、計214,000円を国際奉仕委員会費より拠出し寄付を行った。

④30周年記念事業の件

＊記念事業に関してはすでに終え、6/28例会時に感謝状を授与予定。
次年度に開催予定の式典費用を残し、残金の470万円程を
＊今年度中にニコボックスに戻入る。

⑤今年度会費完納の件

＊前回、未納者1名についての対応を検討したが、対応前に当事
者から会費が支払われた為、今年度無事完納した旨、報告。

⑥会場検討委員会打ち合わせの件

＊検討委員会で候補地のロイヤルパークホテル関係者と打ち合わせ
を行う。来年３月までに先方より宴会場の広さ等について回答あり。

⑦次年度行事予定および委員会構成の件
⑧意義ある奉仕賞 受賞の件

＊今年度初の試みの児童養護施設の子供達を招待し、開催
したフットサル大会事業が受賞。

⑧その他

承 認
例会日
例会場
事務局

1990年5月1日
月曜日・18:00
名古屋クレストンホテル
中区栄3-31-25
サンテアビタシオン503号室

Tel （052）
:
242-6848
Fax （052）
:
242-6208
Mobile phone （080）
:
5160-5517
E-mail : info@nagoya-sakae-rc.org
URL : http://nagoya-sakae-rc.org/

本日はクラブフォーラムです。本来は2回に分けて行
うプログラムですが、今回は強行軍で本日のみで開催
いたしますので、皆様方の絶大なご協力の程、宜しくお
願い致します。
◆幹事報告
（幹事 大河 哲男君）
①例会休会の為ご紹介が遅れましたが、
すでにご入
会済の1名の新入会員の方が本日よりご出席して
頂いております。後ほどご紹介させて頂きます。三重
鉄太郎さん、紹介者は水無瀬尚樹さん、所属はニコ
ボックス委員会です。
◆新入会員紹介（バッチ贈呈 ： 笠原 猛君）
三重 鉄太郎君 : 今月から入会させて頂く事になっ
た三重鉄太郎と申します。勤務先は三井住友信託銀
行で、
この4月、名古屋営業部長として赴任しました。
2016年4月から2年間、四日市RCに入会していまし
た。名字は三重ですが、私自身は東京出身、父は大分
出身で大分の田舎に三重という地区があり、起源はそ
ちらとなります。妻と27歳の娘がいますが、今回は単身
で来ています。趣味はスカッシュとラグビー観戦です。
これから宜しくお願い致します。

例会のお知らせ

■7月5日 : まん延防止等重点措置により休会
■第1316回
（7月12日）
例会のお知らせ
セレモニー・会長所信表明
出席表彰・クラブフォーラム

ラインで参加させて頂きましたが、来年はヒューストン
に行けると良いと思います。
●R情報・研修
寺本 幸隆副委員長
昨年11/24に入会3年未満の方を対象に研修と懇
親会を行いました。
テーマは
「ロータリーへの参加」
で
す。70代の長瀬さん、60代の加藤龍雄さん、50代の大
嶋さんに講師をして頂きながら本音で話をしました。
ま
た11/30の例会では、研修の成果を発表する卓話を
酒井さん、中川さん、吉田さんに実施して頂きました。
本音で語れる委員会であったと思います。
●会員増強
酒井 晃委員長
期初に純増5名という目標を掲げてスタートしまし
たが、結果純減となってしまいました。大変申し訳ござ
いません。
ただご案内の通り、例会がいつ開催出来る
のかわからない状態の中で新入会員の方をお招きす
るのが非常に難しい状況でした。入会して初めて例会
に出席してからの1カ月がロータリーを続けられるかど
うかポイントになると言われます。夜例会という栄RC
の特長を生かして1カ月間でどこまで親睦を深められ
るかが大事です。6月で任期は終わりますが、次年度の
千葉増強委員長と協力しながら今年できなかった分
を埋めていきたいと思います。
●親睦活動
吉田 弘幸委員長
当初は親睦例会3回、
ミニ親睦例会1回を予定して
いましたが、
コロナ感染拡大防止の観点から会員の健
康と安全を第一に考え、開催出来ませんでした。楽し
みにして頂いていた方も多かったと思いますが、本当
に申し訳ありませんでした。結婚記念日・独身会員の
方の誕生日にはアレンジフラワーをご自宅へ郵送させ
て頂きました。誕生日会員へ月の第1例会時に壇上に
てバースデイソングで祝福し記念品を贈呈する予定で
したが、動画例会にて幹事から誕生日報告を行って
頂くという事もありました。物故会員の命日には3回忌
まで仏花を直送させて頂きました。
なかなか思うように
出来ず大変忸怩たる思いをしましたが、1年間ご協力
ありがとうございました。
●プログラム・会報
岡田 直人委員長
年度初めにはプログラムを色々予定していました
が、緊急事態宣言により色々な影響が出て、外部卓
話の日程変更や例会休会等、そのやりくりに大変な
思いをしたというのが正直な感想です。本来であれ
ば、皆様の興味を引く楽しい卓話を色々な方にお願
いする予定でしたが、全く実現出来ず、大変申し訳
ない思いです。プログラム委員会が唯一出来る仕事と
して、笠原会長の目玉である
「ウィズコロナ時代のロ
ータリーとは」
のプログラムを、次回の最終例会で出
来る事がせめてもの救いかなと思います。会員の皆
様にも突然卓話をお願いする等、日程変更で様々な
ご迷惑おかけしました事を重ねてお詫び申し上げま
す。私としては大変残念な1年でした。この経験を次
年度の木村委員長に伝えると共に、本年度やり残し

たプログラムを引き継ぐ事でご協力させて頂こうと思
います。
●会員選考・職業分類
奥井 光明委員長
今年度はコロナ禍という極めて特殊な環境下での
活動となりました。酒井会員増強委員長のご尽力があ
り、
この環境下の中でも4名の新入会員を迎える事が
出来ました。
ロータリアンとしての資質を厳正に審査
し、理事会へ報告させて頂きました。4名の皆様とても
素晴らしい方で、
これからのR活動を期待しています。
次年度また会員が増強して栄RCが発展する事を祈
念しています。
●青少年奉仕
岡本 宏一委員長
昨年12月に行われた青少年交換プログラムの帰国
報告会、4月に行われたローターアクトに出席しまし
た。
コロナ過でありながら、昨年11月に何とかメインプ
ログラムのチャリティーランに参加。例年同様、名広・
南山寮各1チームずつと栄RCのみのおじさんチーム、
計3チームで参加し、栄RCチームが7位と好成績を残
す事が出来ました。希望の風奨学金寄付は例年通り1
人1,000円、計96,000円を寄付させて頂きました。
コ
ロナ禍で制約される中、青少年奉仕の活動にご協力
頂きまして本当にありがとうございました。
●ロータリー財団
日置 教康委員長
昨年9/4、東急ホテルにおいて財団セミナーがあり
ました。各種寄付では、エンドポリオ寄付に会員数
1,000円の106,000円を支払い、皆様にマスクをお配
りしました。今年度R財団へ寄付された方は、梅村成
君、吉田弘幸君、谷村好一朗君、
臼井喜生君、岡田直
人君、上田寛明君、大河哲男君、丹羽健君、牧野博和
君、梶川直人君です。
クラブとしては、12,386＄(約135
万円)、
またポリオプラスへ約35万円を寄付させて頂き
ました。来年度は沢山の方が寄付されることを希望し
ます。
●米山記念奨学
大河 哲男代理
昨年9/19に地区委員長会議に出席しました。普通
寄付として5,000円/1人 会員数、計54万円、特別寄
付として65万円、計119万円の寄付を行いました。
ま
た、米山梅吉記念館賛助会員協賛の啓蒙活動に参加
しております。10/19には
「奨学事業の現状と課題」
と
いう演題で地区米山奨学委員の加藤英樹様から卓
話を頂戴しました。2021年4月〜2023年3月までの2
年間、米山奨学生・崔蕾さんの世話クラブを務めます。
カウンセラーは次年度米山委員長の寺本幸隆君で
す。
崔蕾さんの応援、宜しくお願いします。
●広報・危機管理
田川 茂昭委員長
地区危機管理セミナー(Zoom開催)に出席、
ホーム
ページの充実としてロータリーに関する情報を出来る
だけ多くの会員に啓蒙すべく、早めのプログラム案内
およびホームページ記載を行いました。
また、
インター
ネットにてウィークリーツールを配信し、
ホームページ
にも随時掲載しました。3/27に栄RCと名古屋オーシ

回の会議を開催し、
シニアクラブや衛星クラブ、
コロナ
禍におけるクラブ運営の在り方、事務局の業務改善に
ついて意見交換を致しました。
また例会場の在り方に
ついて、例会場検討委員会を理事会承認の下で立ち
上げました。委員長は山田慎也パスト会長、副委員長
は牧野博和パスト会長、私の2人、
その他クラブ戦略
会議のメンバーで、
これからどうあるべきか検討してい
きます。
●クラブ奉仕
小島 浩司副委員長
本日はクラブフォーラムにご協力賜り、
ありがとうご
ざいました。最大のミッションは年2回のクラブフォー
ラムを円滑に行う事です。昨年7/13、27のクラブフォ
ーラムでは、新年度の各委員長の所信表明が行われ
ました。
そして本日、振り返りのクラブフォーラムが行わ
れた訳ですが、2週に分けてご報告頂くところ1日で全
ての委員からご報告頂く事になりました。非常にコンパ
クトで要点を抑えてご報告頂き、
さすがだと感心して
おります。短い時間でなかなか報告しきれなかった部
分もあるかと思いますが次年度のクラブフォーラムに
備えて頂いて、次回は2回に分けてしっかりとお聞きで
きればと思います。

ボルガー・クナーク

ャンズ共同で行ったフットサル教室の活動内容が、
中
日新聞に掲載されました。本年度最後の例会では、30
周年事業の感謝状贈呈、
ウィズコロナ時代のロータリ
ーとはについてのパネルディスカッションに中部経済
新聞の記者をお招きしています。格好良い記事が中部
経済新聞に掲載されるよう、皆様のご協力宜しくお願
いします。
●ソングリーダー
丹羽 健委員長
皆様に気持ち良く歌を歌って頂きたい、
そのために
良いタクトを振ろうと目標に掲げましたが、感染防止
対策のため歌が歌えない事態になり、
目的を果たす事
が出来ませんでした。
また、新入会員の方に関してもほ
とんど練習出来ず、
申し訳なかったと思います。
ご多忙
のとこ毎週月曜に時間を作って来て頂く例会では、最
初に歌が始まりますが、皆さんの心が一つになる大事
な時間だと思います。大きな声で歌える日が早く来るよ
うに願っております。
●出席
夏目 信幸委員長
本年度の出席状況は、上半期の例会総数15回の
月別出席率が61.59％、下半期は例会総数10回、
63.79％、年間では計25回の例会で月別出席率平均
が62.69％となっています。
コロナ禍において皆さん前
向きに出席して頂けたのではないかと感じています。各
自の出席表については7/12に下半期分を配布予定で
す。
コロナ禍のためメーキャップは推奨せず、全会員を
メーキャップ充当とみなし加算しています。出席表彰
は、年間ホームクラブ100％該当の方のみとさせて頂
き、7/12の例会時に表彰予定です。今年度は期日内
のビデオ動画視聴も出席とさせて頂いています。来年
度は出席率が上がる事を期待しています。
●ニコボックス
生田 泰通委員長
今年度初めて委員長を拝命しましたが、皆様のお
かげで大きなトラブルもなく進めていく事が出来まし
た。結果は今日現在117万4千円と、
目標金額を達成
する事は出来ませんでしたが、少ない例会の中限られ
た場において皆様に多くのご協力を頂きました。本当
にありがとうございました。各種寄付としては、熊本豪
雨災害寄付を球磨村と八代市に支援物資として計
296,670円分ニコボックスより捻出、
こども食堂の支
援をセカンドハーベスト名古屋に食糧支援として計
60万円分をニコボックスの奉仕事業費より捻出させ
て頂きました。次年度は少しでも良い結果が出せるよ
う、
率先して協力します。
●会計監査
長谷川 直人委員長
6月末で締めて7/2に会計監査を実施する予定で
す。
来年度、
監査後に会計監査報告させて頂きます。
●クラブ戦略会議
笠原 猛委員長
本年度から四世代戦略会議の名称を改め、
クラブ
戦略会議となりました。
メンバーは直前会長幹事、
当
該会長幹事、会長エレクト・副幹事、次々年度の会長
幹事です。
昨年10/12に三世代で会議、今年4月には2

◆ニコボックス

皆様、
お元気ですか？本当に久しぶりの例会です。
ク
猛君
ラブフォーラム宜しくお願いします。 笠原
お久しぶりです。お元気ですか？本年度最後まで宜
大河 哲男君
しくお願いします。
笠原会長年度あと2回になりました。宜しくお願いし
三浦 幸治君
ます。
本日よりお世話になります。新会員の三重と申しま
三重鉄太郎君
す。
これから宜しくお願いします。
原野 勝至君
コロナワクチン接種完了。
先月20日に実父が他界しました。満95才で大往生
岡田 直人君
でした。
お久しぶりです。 羽田野道明君
杉浦 康之君
森下 幹人君
福本 豊彦君
西村 忠郎君
宜しくお願いします。藤城 鐵英君
杉本 達也君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。
梅村
成君
上坂 寛文君
谷川
貢君
元気です。
田川 茂昭君
細井 土夫君
立松
賢君
吉田 弘幸君
大野 友三君
武元 洋介君
水越 省三君
稲田 一之君
生田 泰通君

５．
審議事項

①6月例会・名古屋観光ホテル特別食事券配布の件…承認可決

＊6/21クラブフォーラム、6/28パネルディスカッションに変更。
6/28親睦例会は中止とするが、名古屋観光ホテル特別食事
券
（10,000円分）
を全会員に配布する。

②新入会員 承認・所属委員会の件…承認可決

・埜谷
悟氏 紹介者:小野 清一君 所属委員会:親睦活動
・佐藤 和幸氏 紹介者:沖藤 季彦君 所属委員会:ニコボックス
＊6月退会予定の沖藤君後任

＊承認後、本日
「7日間の告知」異議なければ次年度7/5入会予定

③事務局員に対する特別賞与支給の件…原案通り承認可決
④2020〜2021年度 山田昇平賞の件…承認可決

＊フットサル大会開催の功績を表し、社会奉仕委員会（中村秀宏・武
元洋介・木村忠晴・松永剛宏・北原拓・藤澤徹修 計6名）
を推薦。

⑤会出席表彰等取り扱いの件…承認可決

＊ 様々な意見があったが、多数決の結果、例年とおり表彰する。但し、
修正については、
メーキャップを行っている会員のみ対象とする。

⑥市内25RC社会奉仕委員長会議の件…承認可決

＊栄RCとしては、
Ⓐ案
（会則可決後、
脱会する）
で6/16市内
社会奉仕委員長会議に上程する。

⑦今期下期会費の取り扱いについて…承認可決

＊特別措置として、
コロナ禍に於いて、例会が十分に行えなかったことを
考慮し、最終決算見積もりの余剰金を次年度上半期分に充当し、会
員に還元（14万円/人）
とし、次年度上期分会費は６万円/人とする。

６．
協議事項
①その他…特になし

◆2020〜2021年度 臨時理事会 議事録

と き : 2021年6月15日
（火）
13：00〜
ところ : オンライン会議
出席者 : 16名（全員オンライン出席） 司会 : 大河 哲男幹事
議案．
出席表彰等取り扱い
（再）
の件…承認可決
前回
（6月7日）
に決議された出席表彰等取り扱いの
修正案を以下の通り、
会長・幹事より再度上程した。

（1)表彰はホーム出席100％の会員のみとする
（2）
今年度の会員の修正出席率は100％とみなす

但し、修正出席率表彰は次年度以降、
メークアップが通常

の状態に戻るまで先送りとする。
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会員出席 107（96）名中71名 出席率73.96％
◆国歌
「手に手つないで」
◆ロータリーソング
◆会長挨拶（会長 笠原 猛君）
皆さんこんばんは。4/12以来
の久しぶりの例会です。
このまま
例会が開催出来ずに年度が終
わってしまうのではないかと心
配しておりましたが、最後の2回
お付き合い頂きたいと思います。
さて、
ワクチン接種が相当な
勢いで実施されています。皆様の中にも既に2度目の
接種を終え、安心されている方もおみえになると思い
ますが、最近ワクチンハラスメントの問題が指摘されて
います。個人の色々な事情がありますのでワクチン接
種をしたか、
しないかで差別があってはいけない訳で
すが、
これも悩ましい問題です。
休会中の栄RCの活動を少し披露します。
コロナ禍
で1年遅れた30周年の記念事業として、
中区内全ての
11小学校に教育に資する目的の要望品を寄贈し、完
了しました。来週の例会で、代表として御園小学校の
校長先生がお越しになられると聞いています。
それか
ら、昨年に続き皆様からの貴重なニコボックスより、愛
知こども食堂ネットワーク、
セカンドハーベストに食糧
支援を行いました。先週金曜に三浦副会長、大河幹
事と一緒にセカンドハーベストさんで贈呈式を行いま
した。昨年に比べ4割程、支援の要望が増えているそう
で、私共が支援したお米等を大変喜んで頂きました。
スタッフも増員したそうですが、大変忙しい状態で、昨
年の理事長は体調を崩され新しい方に変わっていま
した。
タイミングをみて例会へお礼に伺いたいとおっし
ゃっていましたのでご報告致します。

◆クラブフォーラム
（司会：クラブ奉仕副委員長 小島 浩司君）
●会場設営
大嶋 秀紀委員長
新型コロナウイルスの感染防止に努めて、品格ある
例会の準備、運営を実行すると掲げていました。会場
はこれまでの倍のスペース、各テーブルは8名→5名着
席と衝立の設置、非接触型検温器や消毒等を購入さ
せて頂きました。通常例会ではかからなかった費用
は、ニコボックスからも一部負担を頂きました。
コロナ
禍において1年間、会場からの感染もなく皆様のご協
力によりスムーズに運営出来た事、感謝しております。
ありがとうございました。
●会計
後藤 康史委員長
栄RCの資産管理、会費及び入会費の管理、R財団
等への支払い、入出金の管理等を事務局の立会いの
下で銀行印を押印し、滞りなく進めました。親睦会は
今年度1度も出来ず、会費はある程度余っております
が、固定費としての支出もあるため沢山残っている訳
ではありませんので、次年度の会費を下げる方向にな
りました。例会が減り、
ニコボックスの収入はかなり少
ないです。残り1回、皆様のご協力をお願いします。
●職業奉仕
中川 洋二委員長
通常2回の職場訪問例会が1回となるため、年度当
初からその1回を充実させる計画をしてきましたが、思
った以上にコロナの状況が長引き、延期や取りやめが
続きました。4/5に愛知製鋼㈱執行役の水谷正彦様
に卓話をして頂き、職業奉仕委員会の事業はそれの
みになった事が現状です。地区としては昨年10/27に
職業奉仕委員長会議へ出席しました。各地区例年通
りの活動が出来なかったと聞いています。現行の会員
名簿の更新は随時進めました。
●社会奉仕
武元 洋介副委員長
昨年度大盛況だったフットサル大会は、今回栄RC
主催で行い、5施設から小学生を招待。名古屋オーシ
ャンズの選手によりレッスンや交流を行いました。地区
補助金活動として予定していた南山寮と名広愛児園
の子ども達とのBBQはコロナ禍のため中止になりまし
た。代案として施設でBBQを楽しんでもらえるよう
BBQセットを贈りました。
また、
身障者施設より手作り
のマグカップを購入し、
クリスマスプレゼントとして皆さ
んに配布しました。
●国際奉仕
谷村 好一朗委員長
例年通り皆様にtable for twoをお願いしていまし
たが、今年は例会が少なかったので委員会費より補
填し寄付させて頂きます。外部団体協賛金としては名
古屋姉妹友好都市協会に委員会費より寄付させて頂
きます。
また、先日地区からの要請で、
コロナに苦しむ
インドへの寄付として委員会費より寄付させて頂きま
した。57RCで5,862,600円集まり、
フェイスシールド
を贈るそうです。台湾の国際大会へ皆さんと一緒に行
けると思っていましたが、
やはり無理でした。先週オン

◆2020〜2021年度 第12回理事会 議事録

と き : 2021年6月7日
（月）
17：00〜
ところ : 名古屋クレストンホテル9F
出席者 : 16名
（出席15名＋オンライン出席1名）
司 会 : 大河 哲男幹事
１．
開会
①出席者・定員数の確認…（細則第5条第5節の規定による）有効に成立

②議長を会長に指名（細則第4条第1節の規定による）
③議事録署名人の指名…幹事 大河 哲男

２．
会長挨拶
３．
前回議事録の承認…承認
４．
報告事項

①会員退会の件
・沖藤 季彦君 転勤の為 6月30日付
②セカンドハーベスト・あいち子ども食堂ネットワーク支援の件

コメ15万円と日用品15万円分の計
＊セカンドハーベストに、
30万円寄付。
6/18に贈呈予定。

米30万円分寄付。
幹事が礼状披露
＊愛知子ども食堂に、

③新型コロナウィルスに苦しむインドへの支援協力の件

１人2,000円の人頭分担として、会員数107
＊今回は、例会も休会の為、
名分、計214,000円を国際奉仕委員会費より拠出し寄付を行った。

④30周年記念事業の件

＊記念事業に関してはすでに終え、6/28例会時に感謝状を授与予定。
次年度に開催予定の式典費用を残し、残金の470万円程を
＊今年度中にニコボックスに戻入る。

⑤今年度会費完納の件

＊前回、未納者1名についての対応を検討したが、対応前に当事
者から会費が支払われた為、今年度無事完納した旨、報告。

⑥会場検討委員会打ち合わせの件

＊検討委員会で候補地のロイヤルパークホテル関係者と打ち合わせ
を行う。来年３月までに先方より宴会場の広さ等について回答あり。

⑦次年度行事予定および委員会構成の件
⑧意義ある奉仕賞 受賞の件

＊今年度初の試みの児童養護施設の子供達を招待し、開催
したフットサル大会事業が受賞。

⑧その他

承 認
例会日
例会場
事務局

1990年5月1日
月曜日・18:00
名古屋クレストンホテル
中区栄3-31-25
サンテアビタシオン503号室

Tel （052）
:
242-6848
Fax （052）
:
242-6208
Mobile phone （080）
:
5160-5517
E-mail : info@nagoya-sakae-rc.org
URL : http://nagoya-sakae-rc.org/

本日はクラブフォーラムです。本来は2回に分けて行
うプログラムですが、今回は強行軍で本日のみで開催
いたしますので、皆様方の絶大なご協力の程、宜しくお
願い致します。
◆幹事報告
（幹事 大河 哲男君）
①例会休会の為ご紹介が遅れましたが、
すでにご入
会済の1名の新入会員の方が本日よりご出席して
頂いております。後ほどご紹介させて頂きます。三重
鉄太郎さん、紹介者は水無瀬尚樹さん、所属はニコ
ボックス委員会です。
◆新入会員紹介（バッチ贈呈 ： 笠原 猛君）
三重 鉄太郎君 : 今月から入会させて頂く事になっ
た三重鉄太郎と申します。勤務先は三井住友信託銀
行で、
この4月、名古屋営業部長として赴任しました。
2016年4月から2年間、四日市RCに入会していまし
た。名字は三重ですが、私自身は東京出身、父は大分
出身で大分の田舎に三重という地区があり、起源はそ
ちらとなります。妻と27歳の娘がいますが、今回は単身
で来ています。趣味はスカッシュとラグビー観戦です。
これから宜しくお願い致します。

例会のお知らせ

■7月5日 : まん延防止等重点措置により休会
■第1316回
（7月12日）
例会のお知らせ
セレモニー・会長所信表明
出席表彰・クラブフォーラム

ラインで参加させて頂きましたが、来年はヒューストン
に行けると良いと思います。
●R情報・研修
寺本 幸隆副委員長
昨年11/24に入会3年未満の方を対象に研修と懇
親会を行いました。
テーマは
「ロータリーへの参加」
で
す。70代の長瀬さん、60代の加藤龍雄さん、50代の大
嶋さんに講師をして頂きながら本音で話をしました。
ま
た11/30の例会では、研修の成果を発表する卓話を
酒井さん、中川さん、吉田さんに実施して頂きました。
本音で語れる委員会であったと思います。
●会員増強
酒井 晃委員長
期初に純増5名という目標を掲げてスタートしまし
たが、結果純減となってしまいました。大変申し訳ござ
いません。
ただご案内の通り、例会がいつ開催出来る
のかわからない状態の中で新入会員の方をお招きす
るのが非常に難しい状況でした。入会して初めて例会
に出席してからの1カ月がロータリーを続けられるかど
うかポイントになると言われます。夜例会という栄RC
の特長を生かして1カ月間でどこまで親睦を深められ
るかが大事です。6月で任期は終わりますが、次年度の
千葉増強委員長と協力しながら今年できなかった分
を埋めていきたいと思います。
●親睦活動
吉田 弘幸委員長
当初は親睦例会3回、
ミニ親睦例会1回を予定して
いましたが、
コロナ感染拡大防止の観点から会員の健
康と安全を第一に考え、開催出来ませんでした。楽し
みにして頂いていた方も多かったと思いますが、本当
に申し訳ありませんでした。結婚記念日・独身会員の
方の誕生日にはアレンジフラワーをご自宅へ郵送させ
て頂きました。誕生日会員へ月の第1例会時に壇上に
てバースデイソングで祝福し記念品を贈呈する予定で
したが、動画例会にて幹事から誕生日報告を行って
頂くという事もありました。物故会員の命日には3回忌
まで仏花を直送させて頂きました。
なかなか思うように
出来ず大変忸怩たる思いをしましたが、1年間ご協力
ありがとうございました。
●プログラム・会報
岡田 直人委員長
年度初めにはプログラムを色々予定していました
が、緊急事態宣言により色々な影響が出て、外部卓
話の日程変更や例会休会等、そのやりくりに大変な
思いをしたというのが正直な感想です。本来であれ
ば、皆様の興味を引く楽しい卓話を色々な方にお願
いする予定でしたが、全く実現出来ず、大変申し訳
ない思いです。プログラム委員会が唯一出来る仕事と
して、笠原会長の目玉である
「ウィズコロナ時代のロ
ータリーとは」
のプログラムを、次回の最終例会で出
来る事がせめてもの救いかなと思います。会員の皆
様にも突然卓話をお願いする等、日程変更で様々な
ご迷惑おかけしました事を重ねてお詫び申し上げま
す。私としては大変残念な1年でした。この経験を次
年度の木村委員長に伝えると共に、本年度やり残し

たプログラムを引き継ぐ事でご協力させて頂こうと思
います。
●会員選考・職業分類
奥井 光明委員長
今年度はコロナ禍という極めて特殊な環境下での
活動となりました。酒井会員増強委員長のご尽力があ
り、
この環境下の中でも4名の新入会員を迎える事が
出来ました。
ロータリアンとしての資質を厳正に審査
し、理事会へ報告させて頂きました。4名の皆様とても
素晴らしい方で、
これからのR活動を期待しています。
次年度また会員が増強して栄RCが発展する事を祈
念しています。
●青少年奉仕
岡本 宏一委員長
昨年12月に行われた青少年交換プログラムの帰国
報告会、4月に行われたローターアクトに出席しまし
た。
コロナ過でありながら、昨年11月に何とかメインプ
ログラムのチャリティーランに参加。例年同様、名広・
南山寮各1チームずつと栄RCのみのおじさんチーム、
計3チームで参加し、栄RCチームが7位と好成績を残
す事が出来ました。希望の風奨学金寄付は例年通り1
人1,000円、計96,000円を寄付させて頂きました。
コ
ロナ禍で制約される中、青少年奉仕の活動にご協力
頂きまして本当にありがとうございました。
●ロータリー財団
日置 教康委員長
昨年9/4、東急ホテルにおいて財団セミナーがあり
ました。各種寄付では、エンドポリオ寄付に会員数
1,000円の106,000円を支払い、皆様にマスクをお配
りしました。今年度R財団へ寄付された方は、梅村成
君、吉田弘幸君、谷村好一朗君、
臼井喜生君、岡田直
人君、上田寛明君、大河哲男君、丹羽健君、牧野博和
君、梶川直人君です。
クラブとしては、12,386＄(約135
万円)、
またポリオプラスへ約35万円を寄付させて頂き
ました。来年度は沢山の方が寄付されることを希望し
ます。
●米山記念奨学
大河 哲男代理
昨年9/19に地区委員長会議に出席しました。普通
寄付として5,000円/1人 会員数、計54万円、特別寄
付として65万円、計119万円の寄付を行いました。
ま
た、米山梅吉記念館賛助会員協賛の啓蒙活動に参加
しております。10/19には
「奨学事業の現状と課題」
と
いう演題で地区米山奨学委員の加藤英樹様から卓
話を頂戴しました。2021年4月〜2023年3月までの2
年間、米山奨学生・崔蕾さんの世話クラブを務めます。
カウンセラーは次年度米山委員長の寺本幸隆君で
す。
崔蕾さんの応援、宜しくお願いします。
●広報・危機管理
田川 茂昭委員長
地区危機管理セミナー(Zoom開催)に出席、
ホーム
ページの充実としてロータリーに関する情報を出来る
だけ多くの会員に啓蒙すべく、早めのプログラム案内
およびホームページ記載を行いました。
また、
インター
ネットにてウィークリーツールを配信し、
ホームページ
にも随時掲載しました。3/27に栄RCと名古屋オーシ

回の会議を開催し、
シニアクラブや衛星クラブ、
コロナ
禍におけるクラブ運営の在り方、事務局の業務改善に
ついて意見交換を致しました。
また例会場の在り方に
ついて、例会場検討委員会を理事会承認の下で立ち
上げました。委員長は山田慎也パスト会長、副委員長
は牧野博和パスト会長、私の2人、
その他クラブ戦略
会議のメンバー構成で、
これからどうあるべきか検討
していきます。
●クラブ奉仕
小島 浩司副委員長
本日はクラブフォーラムにご協力賜り、
ありがとうご
ざいました。最大のミッションは年2回のクラブフォー
ラムを円滑に行う事です。昨年7/13、27のクラブフォ
ーラムでは、新年度の各委員長の所信表明が行われ
ました。
そして本日、振り返りのクラブフォーラムが行わ
れた訳ですが、2週に分けてご報告頂くところ1日で全
ての委員からご報告頂く事になりました。非常にコンパ
クトで要点を抑えてご報告頂き、
さすがだと感心して
おります。短い時間でなかなか報告しきれなかった部
分もあるかと思いますが次年度のクラブフォーラムに
備えて頂いて、次回は2回に分けてしっかりとお聞きで
きればと思います。

ボルガー・クナーク

ャンズ共同で行ったフットサル教室の活動内容が、
中
日新聞に掲載されました。本年度最後の例会では、30
周年事業の感謝状贈呈、
ウィズコロナ時代のロータリ
ーとはについてのパネルディスカッションに中部経済
新聞の記者をお招きしています。格好良い記事が中部
経済新聞に掲載されるよう、皆様のご協力宜しくお願
いします。
●ソングリーダー
丹羽 健委員長
皆様に気持ち良く歌を歌って頂きたい、
そのために
良いタクトを振ろうと目標に掲げましたが、感染防止
対策のため歌が歌えない事態になり、
目的を果たす事
が出来ませんでした。
また、新入会員の方に関してもほ
とんど練習出来ず、
申し訳なかったと思います。
ご多忙
のとこ毎週月曜に時間を作って来て頂く例会では、最
初に歌が始まりますが、皆さんの心が一つになる大事
な時間だと思います。大きな声で歌える日が早く来るよ
うに願っております。
●出席
夏目 信幸委員長
本年度の出席状況は、上半期の例会総数15回の
月別出席率が61.59％、下半期は例会総数10回、
63.79％、年間では計25回の例会で月別出席率平均
が62.69％となっています。
コロナ禍において皆さん前
向きに出席して頂けたのではないかと感じています。各
自の出席表については7/12に下半期分を配布予定で
す。
コロナ禍のためメーキャップは推奨せず、全会員を
メーキャップ充当とみなし加算しています。出席表彰
は、年間ホームクラブ100％該当の方のみとさせて頂
き、7/12の例会時に表彰予定です。今年度は期日内
のビデオ動画視聴も出席とさせて頂いています。来年
度は出席率が上がる事を期待しています。
●ニコボックス
生田 泰通委員長
今年度初めて委員長を拝命しましたが、皆様のお
かげで大きなトラブルもなく進めていく事が出来まし
た。結果は今日現在117万4千円と、
目標金額を達成
する事は出来ませんでしたが、少ない例会の中限られ
た場において皆様に多くのご協力を頂きました。本当
にありがとうございました。各種寄付としては、熊本豪
雨災害寄付を球磨村と八代市に支援物資として計
296,670円分ニコボックスより捻出、
こども食堂の支
援をセカンドハーベスト名古屋に食糧支援として計
60万円分をニコボックスの奉仕事業費より捻出させ
て頂きました。次年度は少しでも良い結果が出せるよ
う、
率先して協力します。
●会計監査
長谷川 直人委員長
6月末で締めて7/2に会計監査を実施する予定で
す。
来年度、
監査後に会計監査報告させて頂きます。
●クラブ戦略会議
笠原 猛委員長
本年度から四世代戦略会議の名称を改め、
クラブ
戦略会議となりました。
メンバーは直前会長幹事、
当
該会長幹事、会長エレクト・副幹事、次々年度の会長
幹事です。昨年10/12に三世代で会議、今年4月には2

◆ニコボックス

皆様、
お元気ですか？本当に久しぶりの例会です。
ク
猛君
ラブフォーラム宜しくお願いします。 笠原
お久しぶりです。お元気ですか？本年度最後まで宜
大河 哲男君
しくお願いします。
笠原会長年度あと2回になりました。宜しくお願いし
三浦 幸治君
ます。
本日よりお世話になります。新会員の三重と申しま
三重鉄太郎君
す。
これから宜しくお願いします。
原野 勝至君
コロナワクチン接種完了。
先月20日に実父が他界しました。満95才で大往生
岡田 直人君
でした。
お久しぶりです。 羽田野道明君
杉浦 康之君
森下 幹人君
福本 豊彦君
西村 忠郎君
宜しくお願いします。藤城 鐵英君
杉本 達也君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。
梅村
成君
上坂 寛文君
谷川
貢君
元気です。
田川 茂昭君
細井 土夫君
立松
賢君
吉田 弘幸君
大野 友三君
武元 洋介君
水越 省三君
稲田 一之君
生田 泰通君

５．
審議事項

①6月例会・名古屋観光ホテル特別食事券配布の件…承認可決

＊6/21クラブフォーラム、6/28パネルディスカッションに変更。
6/28親睦例会は中止とするが、名古屋観光ホテル特別食事
券
（10,000円分）
を全会員に配布する。

②新入会員 承認・所属委員会の件…承認可決

・埜谷
悟氏 紹介者:小野 清一君 所属委員会:親睦活動
・佐藤 和幸氏 紹介者:沖藤 季彦君 所属委員会:ニコボックス
＊6月退会予定の沖藤君後任

＊承認後、本日
「7日間の告知」異議なければ次年度7/5入会予定

③事務局員に対する特別賞与支給の件…原案通り承認可決
④2020〜2021年度 山田昇平賞の件…承認可決

＊フットサル大会開催の功績を表し、社会奉仕委員会（中村秀宏・武
元洋介・木村忠晴・松永剛宏・北原拓・藤澤徹修 計6名）
を推薦。

⑤会出席表彰等取り扱いの件…承認可決

＊ 様々な意見があったが、多数決の結果、例年とおり表彰する。但し、
修正については、
メーキャップを行っている会員のみ対象とする。

⑥市内25RC社会奉仕委員長会議の件…承認可決

＊栄RCとしては、
Ⓐ案
（会則可決後、
脱会する）
で6/16市内
社会奉仕委員長会議に上程する。

⑦今期下期会費の取り扱いについて…承認可決

＊特別措置として、
コロナ禍に於いて、例会が十分に行えなかったことを
考慮し、最終決算見積もりの余剰金を次年度上半期分に充当し、会
員に還元（14万円/人）
とし、次年度上期分会費は６万円/人とする。

６．
協議事項
①その他…特になし

◆2020〜2021年度 臨時理事会 議事録

と き : 2021年6月15日
（火）
13：00〜
ところ : オンライン会議
出席者 : 16名（全員オンライン出席） 司会 : 大河 哲男幹事
議案．
出席表彰等取り扱い
（再）
の件…承認可決
前回
（6月7日）
に決議された出席表彰等取り扱いの
修正案を以下の通り、
会長・幹事より再度上程した。

（1)表彰はホーム出席100％の会員のみとする
（2）
今年度の会員の修正出席率は100％とみなす

但し、修正出席率表彰は次年度以降、
メークアップが通常

の状態に戻るまで先送りとする。

