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会員出席 111
（100）名中63名 出席率63.00％
◆ロータリーソング
「四つのテスト」
◆会長挨拶（会長 牧野 博和君）
皆さんこんばんは。私の会長挨拶も、残
すところ今日含めてあと2回となりました。
2021-22年度ガバナー補佐予定者に私が
就任する事となりました。ガバナーは、安城
RCの沓名さんで、ガバナー補佐はガバナ
ーによって任命され、西名古屋分区の13RCの運営管理を
します。少なくとも年に4回訪問すべしと書いてあるので計52
回の訪問となり、重責と共に多忙が予想されます。ガバナー
による任命とはいえ、実態は分区内13RCによる持ち回りで
す。今年度の伊藤豪ガバナー補佐は瑞穂RC、次年度は大
須RCから照井さんがガバナー補佐となります。そして、次々
年度が名古屋栄RCです。過去栄RCからは小坂さん、2代目
に西村さん、私が3代目となります。ガバナー補佐の推薦は、
少なくとも1年間会長任期を全うした者が条件となってお
り、現在対象になる方が17名いらっしゃいます。チャーター
メンバーはじめ、パスト会長何名かにお声掛けしましたが諸
事情により快諾頂けなかったので、大野前会長にご相談し、
伊藤さん、立松さん、石河さん各パスト会長にお声掛け頂き
ました。
そして立松パスト会長から、
「私を推薦人として、地区
の経験もある牧野を軸に調整してほしい」
とお話があったそ
うです。
こういう時期なので個別にご連絡頂き、ご承認頂い
たという流れになります。私としては“栄RCを代表するキャリ
アのある方を”と思っていましたが、是非に及ばずという事
で、お引き受けする覚悟をしました。栄RCの名に恥じぬよう、
粉骨砕身頑張りたいと思います。分区幹事には荒川現幹事、
副幹事は青木充彦さんにお願いしてあります。当該年度のガ
バナーの意向を受け、次々年度は当RCがI.M.のホストクラ
ブになります。会員挙げてご協力頂きますようお願いして、今
日の私のご挨拶とさせて頂きます。
◆幹事報告（幹事 荒川 和生君）
◆クラブフォーラム
（クラブ奉仕委員長 井上 司君）
●会場設営
木村 忠晴委員長
例会場の全面禁煙の実施はかなり出来たと思います。ビ

参りました。入会10名については、30周年という一つの節目
に向かって数年来、会員増強を続けてこられた先輩方の結
果だと思います。他のクラブにはないバランスの取れた年齢
構成、若い入会メンバー、役員の方々の推薦者、それが相俟
って10名の入会を成し得たと思います。残念ながら退会が4
名出てしまいましたが、来年度は職業分類の委員長として、
酒井委員長と共に会員増強にも努めていきたいと思います。
●親睦活動
上田 寛明委員長
昨年12/9にナゴヤキャッスルホテルにて親睦家族例会を
開催、111名中82名、78.1％の出席、ご家族が大人29名、
子どもが22名、計134名の参加でした。第2回は1/6に若宮
の杜迎賓館で新年会を開催、会員111名中86名、79.63％
の 出 席 率 で す。この 2 つを 合 わ せて 親 睦 会 費として
4,043,692円の支出となりました。
ミニ親睦例会は2回の予
定が1回のみとなり、昨年8/5、THE CONDER HOUSEに
て開 催しました。1 0 9 名中8 5 名 、9 1 . 1 9％の出席 率で
489,290円の支出でした。その他、結婚の記念品として
212,260円、会員誕生日の記念品として145,283円、親睦
会費として4,890,525円の支出がありました。他会員の各記
念日の記念品贈呈、会員関係の不幸の際の受付お手伝い
等をさせて頂きました。2回程親睦例会が開催出来ず悔しい
思いをしながらも、親睦がロータリー活動に必要だと身にし
みて感じたので、今後も頑張っていきます。
●ロータリー財団
青木 充彦委員長
2019-20年度のロータリー財団の寄付状況は、現在
19,528＄77￠、円換算額でおよそ2,112,684円となります。
一人当たりの寄付額相当は191＄46￠と、ほぼ例年通りのご
寄付を賜りました。木村さん、笠原さん、高木さんがポール・
ハリスの新規認証者、原野さんがメジャードナーの新規認証
者となりました。おめでとうございます。昨年11/25には、地区
ポリオプラス/職業研修チーム委員長の福田哲三様からロー
タリー財団の多様性について卓話を頂戴致しました。お車代
はロータリー財団のポリオプラスに寄付頂き、充当しました。
今年度も多大なご寄付を賜りまして、誠にありがとうございま
す。来期も引き続き皆様のご協力を宜しくお願いします。
●広報・危機管理
寺本 幸隆委員長
今年度は公共イメージの向上を目指し、栄RCの活動を内
外へ情報発信する事を中心に行いました。昨年7月に牧野
◆ニコボックス

牧野会長、
荒川幹事、
1年間大変御苦労様でした。
石河
隆君
孫娘が医学部に入学しました。社会的使命をもった
医者になることを願います。又、次女が第一子を出
牧
一美君
産しました。
羽田野道明君
あと一息！
本日はクラブフォーラムです。
宜しくお願いします。
木村 忠晴君
稲田さん、
ご結婚おめでとうございます。君との日々
丹羽
健君
は忘れません。
末永くお幸せに。
岩井さん、
先週はありがとうございました。
西村 忠郎君
田川 茂昭君
奥井 光明君
元気です。
高木 裕明君
吉田 弘幸君

ジターへの対応、ホテル側と会場満席時の食事配膳や責任
数の調整を行いました。2カ月に1度、和食を出しましたが、
皆さんいかがでしたか。良ければ次年度へ引き継ぎたいと
思いますので、宜しくお願い致します。
●職業奉仕
梅村 成委員長
昨年10/30に地区会議に出席しました。職場訪問例会は
9/9に名古屋地方裁判所の見学を行いました。皆さまが興
味を持って頂けるような職場訪問例会にしたいと思い、2回
目は4/20に吉田弘幸さんの清田産業本社を予定していまし
たが、
コロナの影響で残念ながら中止となりました。1度しか
行えず、今年度はなかなか役割を果たすことが出来ませんで
したが、委員長を拝命して沢山の事を学びました。次年度以
降も微力ながら尽力したいと思います。
●社会奉仕
梅村 尚史委員長
関連する計6回の会議の内、5回出席しました。介助犬の
育成、麻薬撲滅運動等の各種募金箱を設置。各種寄付の
中では九州北部豪雨災害寄付、千葉県台風15号災害寄
付、首里城火災寄付を会員数 1,000円、各106,000円寄
付致しました。毎年恒例の地区補助金プロジェクトとして、
8/31に児童養護施設の子どもたちとのふれあい交流会を
開催。名広愛児園から43名、南山寮から25名、当RCから
36名、計104名と沢山の方にご参加頂きました。
また今年初
めて、ふれあい事業の一環として、稲田さんの事業所で開催
されたチャリティーサッカー教室にて参加者へカレーライス
のケータリングをランチ提供。
このケータリングも身障者施
設を利用し、貢献出来たと思います。毎年恒例、社会福祉法
人むつみ福祉会の身障者手作り製品を、12/9の家族会に
てクリスマスプレゼントとして配布しました。
そして今回コロナ
に基づいて急遽、名広愛児園と南山寮へ大人用使い捨てマ
スク900枚、子ども用900枚及び洗えるマスク200枚をそれ
ぞれ寄付致しました。
また、子ども食堂にレトルト600食と米
500袋、約30万円分の寄付、セカンドハーベスト名古屋には
先方の希望する食材、約30万円分寄付させて頂きました。
●会員増強
奥井 光明委員長
4/26に行われた地区審議会及び指導者育成セミナーに
参加致しました。今年度の純増は6名、入会10名、退会4名
です。新入会員候補の調査等を行い、厳選なる増強に努めて
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会長が「新会長に聞く」
というコーナーへ、1/29には栄RCの
上半期の活動報告という記事、5/29には南山寮、名広愛児
園へのマスクの寄贈の記事が中部経済新聞に掲載されまし
た。他、今年度はワールドフードフェスタの担当で皆さまに多
大なご協力を頂きましたが、台風で中止となりました。ご協
力ありがとうございました。
●ソングリーダー
中野 光生委員長
本年度は新入会員にロータリーソングのCDと歌詞カード
をお渡しし、指導を行いました。例会前に歌う曲を決定し、皆
さんが思わず大きな声で歌ってしまうような、気持ち良く
清々しいタクトの練習会を定期的に行いました。ただ、やっと
上手にふれるようになったところで例会の回数が減り、残念
でなりません。
●ニコボックス
千葉 富之委員長
2/17以降例会がありませんでしたが、先週今週と多くの
皆様にご協力頂き、現在1,856,000円になっております。目
標を達成する事は出来ませんでしたが、委員自ら積極的に
ニコボックスへ参加して頂いており、
その点は良かったと思っ
ております。来期は私もなるべくニコボックスを気にかけて協
力していこうと思います。
●四世代戦略会議
牧野 博和委員長
四世代揃うのは年が明けてからの為、コロナの影響でな
かなか集まる事が出来ず、5/25にZoomを使った会議を致
しました。①年会費の問題…下期の例会が12回休会。大親
睦例会を予定した来週も通常例会にして予算が大幅に残る
為、最終的に10万円/1人を会員に還元。次年度の請求に反
映する事が決まりました。②社会奉仕、青少年奉仕事業…
継続していた児童養護施設とのふれあい事業をどうするか。
今回試験的に始めた、
フードバンクや子ども食堂に対する支
援をどうしていくか。今年始めたフットサル大会の援助をどう
継続しようかという話をしました。③ニコボックスの在り方に
ついて…使途をどうするか、協力頂くものに目標金額を定め
るのはどうなのか、議論しました。
笠原年度でこれらの色が出てくるのではないかと思いま
す。最後に新しい例会の在り方についても話し合いました。
コロナ下において休会の選択もありますが、Zoomやeクラブ
のような方法もあるというお話もありました。ホームページ上
で例会を並行する準備を進めていく事も話し合いました。時
期的にクラブをより良くする議論が出来たと思います。
●プログラム・会報
水越 省三委員長
上半期は外部卓話が12回、親睦例会、
ミニ親睦会、職場
訪問、
その他、20回全てのプログラムを行う事が出来ました。
下半期はコロナの影響で11回のプログラムが達成出来ず、
本当に残念に思います。中でも、福本パスト会長、山田パスト
会長に栄RCの成り立ち等をお話頂く事を楽しみにしており
ましたが、叶いませんでした。次年度にぜひお話し頂ければ
幸いです。会報は事務局のお世話により、ウィークリーを発
行し、皆様にご案内する事が出来ました。
●クラブ奉仕
井上 司委員長
今年度はコロナの影響でクラブ運営が大変だったと思い
ます。牧野会長はじめ、各クラブの委員長さん、ロータリアン
の皆さん、事務局の皆さんに努力して頂いて、1年間を終える
事を感謝申し上げます。
ありがとうございました。
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会員出席 111
（100）名中63名 出席率63.00％
◆ロータリーソング
「四つのテスト」
◆会長挨拶（会長 牧野 博和君）
皆さんこんばんは。私の会長挨拶も、残
すところ今日含めてあと2回となりました。
2021-22年度ガバナー補佐予定者に私が
就任する事となりました。ガバナーは、安城
RCの沓名さんで、ガバナー補佐はガバナ
ーによって任命され、西名古屋分区の13RCの運営管理を
します。少なくとも年に4回訪問すべしと書いてあるので計52
回の訪問となり、重責と共に多忙が予想されます。ガバナー
による任命とはいえ、実態は分区内13RCによる持ち回りで
す。今年度の伊藤豪ガバナー補佐は瑞穂RC、次年度は大
須RCから照井さんがガバナー補佐となります。そして、次々
年度が名古屋栄RCです。過去栄RCからは小坂さん、2代目
に西村さん、私が3代目となります。ガバナー補佐の推薦は、
少なくとも1年間会長任期を全うした者が条件となってお
り、現在対象になる方が17名いらっしゃいます。チャーター
メンバーはじめ、パスト会長何名かにお声掛けしましたが諸
事情により快諾頂けなかったので、大野前会長にご相談し、
伊藤さん、立松さん、石河さん各パスト会長にお声掛け頂き
ました。
そして立松パスト会長から、
「私を推薦人として、地区
の経験もある牧野を軸に調整してほしい」
とお話があったそ
うです。
こういう時期なので個別にご連絡頂き、ご承認頂い
たという流れになります。私としては“栄RCを代表するキャリ
アのある方を”と思っていましたが、是非に及ばずという事
で、お引き受けする覚悟をしました。栄RCの名に恥じぬよう、
粉骨砕身頑張りたいと思います。分区幹事には荒川現幹事、
副幹事は青木充彦さんにお願いしてあります。当該年度のガ
バナーの意向を受け、次々年度は当RCがI.M.のホストクラ
ブになります。会員挙げてご協力頂きますようお願いして、今
日の私のご挨拶とさせて頂きます。
◆幹事報告（幹事 荒川 和生君）
◆クラブフォーラム
（クラブ奉仕委員長 井上 司君）
●会場設営
木村 忠晴委員長
例会場の全面禁煙の実施はかなり出来たと思います。ビ

参りました。入会10名については、30周年という一つの節目
に向かって数年来、会員増強を続けてこられた先輩方の結
果だと思います。他のクラブにはないバランスの取れた年齢
構成、若い入会メンバー、役員の方々の推薦者、それが相俟
って10名の入会を成し得たと思います。残念ながら退会が4
名出てしまいましたが、来年度は職業分類の委員長として、
酒井委員長と共に会員増強にも努めていきたいと思います。
●親睦活動
上田 寛明委員長
昨年12/9にナゴヤキャッスルホテルにて親睦家族例会を
開催、111名中82名、78.1％の出席、ご家族が大人29名、
子どもが22名、計134名の参加でした。第2回は1/6に若宮
の杜迎賓館で新年会を開催、会員111名中86名、79.63％
の 出 席 率 で す。この 2 つを 合 わ せて 親 睦 会 費として
4,043,692円の支出となりました。
ミニ親睦例会は2回の予
定が1回のみとなり、昨年8/5、THE CONDER HOUSEに
て開 催しました。1 0 9 名中8 5 名 、9 1 . 1 9％の出席 率で
489,290円の支出でした。その他、結婚の記念品として
212,260円、会員誕生日の記念品として145,283円、親睦
会費として4,890,525円の支出がありました。他会員の各記
念日の記念品贈呈、会員関係の不幸の際の受付お手伝い
等をさせて頂きました。2回程親睦例会が開催出来ず悔しい
思いをしながらも、親睦がロータリー活動に必要だと身にし
みて感じたので、今後も頑張っていきます。
●ロータリー財団
青木 充彦委員長
2019-20年度のロータリー財団の寄付状況は、現在
19,528＄77￠、円換算額でおよそ2,112,684円となります。
一人当たりの寄付額相当は191＄46￠と、ほぼ例年通りのご
寄付を賜りました。木村さん、笠原さん、高木さんがポール・
ハリスの新規認証者、原野さんがメジャードナーの新規認証
者となりました。おめでとうございます。昨年11/25には、地区
ポリオプラス/職業研修チーム委員長の福田哲三様からロー
タリー財団の多様性について卓話を頂戴致しました。お車代
はロータリー財団のポリオプラスに寄付頂き、充当しました。
今年度も多大なご寄付を賜りまして、誠にありがとうございま
す。来期も引き続き皆様のご協力を宜しくお願いします。
●広報・危機管理
寺本 幸隆委員長
今年度は公共イメージの向上を目指し、栄RCの活動を内
外へ情報発信する事を中心に行いました。昨年7月に牧野
◆ニコボックス
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本日はクラブフォーラムです。
宜しくお願いします。
木村 忠晴君
稲田さん、
ご結婚おめでとうございます。君との日々
丹羽
健君
は忘れません。
末永くお幸せに。
岩井さん、
先週はありがとうございました。
西村 忠郎君
田川 茂昭君
奥井 光明君
元気です。
高木 裕明君
吉田 弘幸君

ジターへの対応、ホテル側と会場満席時の食事配膳や責任
数の調整を行いました。2カ月に1度、和食を出しましたが、
皆さんいかがでしたか。良ければ次年度へ引き継ぎたいと
思いますので、宜しくお願い致します。
●職業奉仕
梅村 成委員長
昨年10/30に地区会議に出席しました。職場訪問例会は
9/9に名古屋地方裁判所の見学を行いました。皆さまが興
味を持って頂けるような職場訪問例会にしたいと思い、2回
目は4/20に吉田弘幸さんの清田産業本社を予定していまし
たが、
コロナの影響で残念ながら中止となりました。1度しか
行えず、今年度はなかなか役割を果たすことが出来ませんで
したが、委員長を拝命して沢山の事を学びました。次年度以
降も微力ながら尽力したいと思います。
●社会奉仕
梅村 尚史委員長
関連する計6回の会議の内、5回出席しました。介助犬の
育成、麻薬撲滅運動等の各種募金箱を設置。各種寄付の
中では九州北部豪雨災害寄付、千葉県台風15号災害寄
付、首里城火災寄付を会員数 1,000円、各106,000円寄
付致しました。毎年恒例の地区補助金プロジェクトとして、
8/31に児童養護施設の子どもたちとのふれあい交流会を
開催。名広愛児園から43名、南山寮から25名、当RCから
36名、計104名と沢山の方にご参加頂きました。
また今年初
めて、ふれあい事業の一環として、稲田さんの事業所で開催
されたチャリティーサッカー教室にて参加者へカレーライス
のケータリングをランチ提供。
このケータリングも身障者施
設を利用し、貢献出来たと思います。毎年恒例、社会福祉法
人むつみ福祉会の身障者手作り製品を、12/9の家族会に
てクリスマスプレゼントとして配布しました。
そして今回コロナ
に基づいて急遽、名広愛児園と南山寮へ大人用使い捨てマ
スク900枚、子ども用900枚及び洗えるマスク200枚をそれ
ぞれ寄付致しました。
また、子ども食堂にレトルト600食と米
500袋、約30万円分の寄付、セカンドハーベスト名古屋には
先方の希望する食材、約30万円分寄付させて頂きました。
●会員増強
奥井 光明委員長
4/26に行われた地区審議会及び指導者育成セミナーに
参加致しました。今年度の純増は6名、入会10名、退会4名
です。新入会員候補の調査等を行い、厳選なる増強に努めて
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会長が「新会長に聞く」
というコーナーへ、1/29には栄RCの
上半期の活動報告という記事、5/29には南山寮、名広愛児
園へのマスクの寄贈の記事が中部経済新聞に掲載されまし
た。他、今年度はワールドフードフェスタの担当で皆さまに多
大なご協力を頂きましたが、台風で中止となりました。ご協
力ありがとうございました。
●ソングリーダー
中野 光生委員長
本年度は新入会員にロータリーソングのCDと歌詞カード
をお渡しし、指導を行いました。例会前に歌う曲を決定し、皆
さんが思わず大きな声で歌ってしまうような、気持ち良く
清々しいタクトの練習会を定期的に行いました。ただ、やっと
上手にふれるようになったところで例会の回数が減り、残念
でなりません。
●ニコボックス
千葉 富之委員長
2/17以降例会がありませんでしたが、先週今週と多くの
皆様にご協力頂き、現在1,856,000円になっております。目
標を達成する事は出来ませんでしたが、委員自ら積極的に
ニコボックスへ参加して頂いており、
その点は良かったと思っ
ております。来期は私もなるべくニコボックスを気にかけて協
力していこうと思います。
●四世代戦略会議
牧野 博和委員長
四世代揃うのは年が明けてからの為、コロナの影響でな
かなか集まる事が出来ず、5/25にZoomを使った会議を致
しました。①年会費の問題…下期の例会が12回休会。大親
睦例会を予定した来週も通常例会にして予算が大幅に残る
為、最終的に10万円/1人を会員に還元。次年度の請求に反
映する事が決まりました。②社会奉仕、青少年奉仕事業…
継続していた児童養護施設とのふれあい事業をどうするか。
今回試験的に始めた、
フードバンクや子ども食堂に対する支
援をどうしていくか。今年始めたフットサル大会の援助をどう
継続しようかという話をしました。③ニコボックスの在り方に
ついて…使途をどうするか、協力頂くものに目標金額を定め
るのはどうなのか、議論しました。
笠原年度でこれらの色が出てくるのではないかと思いま
す。最後に新しい例会の在り方についても話し合いました。
コロナ下において休会の選択もありますが、Zoomやeクラブ
のような方法もあるというお話もありました。ホームページ上
で例会を並行する準備を進めていく事も話し合いました。時
期的にクラブをより良くする議論が出来たと思います。
●プログラム・会報
水越 省三委員長
上半期は外部卓話が12回、親睦例会、
ミニ親睦会、職場
訪問、
その他、20回全てのプログラムを行う事が出来ました。
下半期はコロナの影響で11回のプログラムが達成出来ず、
本当に残念に思います。中でも、福本パスト会長、山田パスト
会長に栄RCの成り立ち等をお話頂く事を楽しみにしており
ましたが、叶いませんでした。次年度にぜひお話し頂ければ
幸いです。会報は事務局のお世話により、ウィークリーを発
行し、皆様にご案内する事が出来ました。
●クラブ奉仕
井上 司委員長
今年度はコロナの影響でクラブ運営が大変だったと思い
ます。牧野会長はじめ、各クラブの委員長さん、ロータリアン
の皆さん、事務局の皆さんに努力して頂いて、1年間を終える
事を感謝申し上げます。
ありがとうございました。

