
 

 

WEEKLY REPORT ROTARY CLUB OF NAGOYA AIRPORT since 29 July,1974 

第 2067 例会 

     2021 年 8 月 16 日（月） 第 6 回       

●点  鐘 会長 田邊 雅彦 君 

●斉 唱 「我らの生業」 

●例会行事 ガバナー補佐訪問 

  ガバナー補佐 梅村 邦雄 君 

  地区スタッフ 杉山 淳一 君 

  分区幹事  奥田 桂 君 

  分区副幹事 伊藤 敦司 君 

 ●司  会 稲熊 正徳 SAA 副委員長 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 田邊 雅彦 君 

 
本日は、梅村邦雄ガバナー補佐、杉山淳一地区スタッフ、

奥田桂分区幹事、伊藤 敦司分区副幹事の皆様をお迎え

しての例会になります。先程も梅村ガバナー補佐を中心

に会長幹事会をさせて頂き大変有意義な時間を過ごさせ

ていただきました。改めましてありがとうございました。

本日はよろしくお願い申し上げます。 

 

さて、オリンピックが閉会し、お盆休みを迎えている中、

新型コロナの感染者が全国で 2 万人を超えました。週末

には全国的な大雨に見舞われ、各地で河川の増水、浸水が

見られました。私も毎年お盆には岐阜へお墓参りに行く

のですが、今年は地元の親戚から、来ない方が良いとの連

絡を受け急遽中止にしました。 

案の定、JR 線は止まり、国道も通行止めになり、近くの

河川が増水し、床下浸水になっていたようです。本日も九

州を中心に激しい雨が降り、明日には前線が北上し活発

化するとのことですので、河川の氾濫、浸水そして土砂災

害等、予断を許さない状況が続きそうなので心配です。 

 

さて、昨日 8 月 15 日は、第二次世界大戦の終戦記念日、

敗戦記念日であり、全国戦没者の追悼式が行われた日で

した。当時の戦死者は約 210 万人、空襲による死者は約

24 万人とされています。 

もともと日本国民は 1945 年(昭和 20 年)8 月 15 日正

午からラジオで放送された玉音放送によって、終戦を知

りました。ラジオを通じてとはいえ、昭和天皇自らが国民

に向けて直接話すのは初めてのことだったこともあり、

戦後の日本の在り方を定めたポツダム宣言の受託を語り

かけ終戦宣言したことが、この日の基準となりました。 

我々は過去の歴史として、前日の 8 月 14 日に日本がポ

ツダム宣言を受託したことを知っていますが、当時の日

本人は一部の人々を除いて全く知らなかったと云えます。

ちなみにアメリカ合衆国では 8 月 14 日当日に日本が降

伏することが報道され、トルーマン大統領はポツダム宣

言の内容を国民に説明し、日本がそれを受け入れたこと

を報告しています。 

 

ところで、われわれ日本人にとっては一般常識として 8

月15日が終戦記念日とインプットされてるわけですが、

諸外国の終戦記念日が 9 月であることはあまり知られて

いません。 

現在、アメリカ合衆国、カナダ、フランス、ロシアでは 9

月 2 日、日本が降伏文書に調印した日を「対日戦勝記念

日(Victory over Japan Day)」として終戦記念日として

います。この日の状況はラジオの実況中継を通じて、全世

界に配信されました。調印の場にいたのは連合国軍の最

高司令官ダグラス・マッカーサーでしたが、ラジオの実況



中継後、アメリカのトルーマン大統領は全国民に向けて

ラジオ放送で演説し、9 月 2 日を正式に Victory over 

Japan Day として第二次世界大戦を勝利で終えたこと

を宣言したのです。 

このように日本と諸外国では終戦記念日に対する認識、

考え方が異なるわけですが、2000 年以降、高等学校の

日本史教科書では 9 月 2 日を終戦の日としているものが

出てきました。この教科書では、8 月 15 日は「戦争が終

結することをラジオ放送で国民に知らせた日」であり「9

月 2 日、東京湾内のアメリカ軍艦ミズーリ号上で日本政

府及び軍代表が降伏文書に署名して、4 年にわたった太

平洋戦争は終了した。」と記載されています。 

 

現代の若者の中には、第二次世界大戦で日本とアメリカ

が同盟を組んで、ドイツに勝利した、とトンデモナイ歴史

観を持っている子たちがいます。 

グローバル化、異文化交流、国際化と叫ばれて久しいです

が、まずは自分の国の事、日本の歴史や文化をしっかり学

ぶことが基本ではないかと思います。 

個人的には、日本古来からの歴史を学ぶ日本史も大事な

ことではありますが、近代史という授業の枠組みも重要

なことではないかと考えています。 

みなさんは、日本の歴史観に対する教育をどのように考

えますでしょうか。 

 

本日もよろしくお願いします。 

 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （三治 明 委員） 

本日の例会 

会員数 47 出席率 73.17％ 

出 出席義務者 16 欠 

席 

者 

出席義務者 11 

席 出席免除者 14 出席免除者 6 

者 出席者計 30 欠席者計 17 

●ニコニコボックス報告（稲吉 將秀 副委員長） 

本日は宜しくお願いします。 

ガバナー補佐 梅村 邦雄君 

分区幹事  奥田 桂 君 

分区副幹事  伊藤 敦司君 

地区スタッフ 杉山 淳一君 

梅村邦雄ガバナー補佐、杉山淳一地区スタッフ、 

奥田桂分区幹事、伊藤敦司分区副幹事をお迎えして。 

                 田邊 雅彦 君 

ガバナー補佐をお迎えして。 

                 川口 直也 君 

梅村ガバナー補佐をお迎えして。 

                 三治  明 君 

ガバナー補佐をお迎えして。 

                 石川 良治 君 

 

ガバナー補佐をお迎えして。 

                 近藤 和彦 君 

ガバナー補佐の訪問を歓迎して。 

                 山内 佳紀 君 

梅村ガバナー補佐・各スタッフの皆様、ようこそお越し

くださいました。卓話宜しくお願いします。 

                 稲熊 正徳 君 

梅村ガバナー補佐をお迎えして。 

                 波多野 真 君 

ガバナー補佐をお迎えして！ 

                 原田 好展 君 

ガバナー補佐をお迎えして。 

                 入谷 宏典 君 

梅村ガバナー補佐をお迎えする喜びで。 

                 稲吉 將秀 君 

                  

今日も元気で！   

照井 通夫 君 阿萬 裕子 君 伊藤 康司 君 

大野 和宏 君 太田 哲郎 君 北園 守生 君 

山北 秀和 君 武田 英昭 君 杉本 敦永 君 

市川  孝 君 川瀬  公 君 安川 正勝 君 

高山 光雄 君 伊勢村道雄 君  

   

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力 27 名   42,000 円  

本年度の協力累計         290,000 円  

  

 

 
 

 
 

梅村邦雄ガバナー補佐より、前年度ガバナー補佐の中林 

正人君へ、前ガバナー補佐バッジが贈呈されました。 

 

 

 



 
 

 
ガバナー補佐 梅村 邦雄 君 

 

皆さんこんにちは。只今ご紹介を頂きました本年度東尾

張分区のガバナー補佐、梅村でございます。本日は宜し

くお願い致します。瀬戸北ロータリークラブから出向し

まして、ロータリー歴は 18 年になります。ここ 2 年コ

ロナ禍の影響で、皆様もクラブ運営が大変だった事と思

います。本年もまだコロナ禍の影響は残っていますが、

東尾張分区ガバナー補佐として 12ＲＣの為に微力なが

ら務めて参りたいと思いますので、一年間よろしくお願

いいたします。 

私の職業分類は料理業で次男が四代目を次いでいます

が、私の実際は鍼灸師です。名城薬学部の劣等生でした

が、免許も取りまして薬局を開業しようと思っておりま

したが、ただの薬局では心もとないのでその頃流行りの

中国鍼の鍼灸院も一緒に開こうと学校に通い、鍼灸院が

軌道に乗りましたので調剤薬局も開こうと思い、設備も

しましたが、保健所が既製品の薬を販売するだけならい

いけど調剤とはりきゅう同時営業は許可できないねと言

われまして大いに悩みました。鍼灸院が忙しく、料理屋

のほうも何かしら手伝うことも多くあり、調剤薬局をあ

きらめました。そんなわけで、ハリの先生と料理屋のお

やじの二足のわらじに落ち着きました。 

それでは早速本題に入りますが、まず初めに RI 会長を

紹介させていただきます。すでに会長様の所信表明やガ

バナー月信、ロータリーの友でもご存知でしょうが、本

年度ＲＩ会長はシェカール・メータさんです。インドの

カルカッタ・マハナガルロータリークラブ所属で 40 年

弱のロータリー歴があり、インドのロータリー財団の理

事長、ＲＩ理事、地区ガバナーを歴任された傑出したロ

ータリアンです。 

RI 会長方針についてですが、「超我の奉仕」というロー

タリーの標語に大きな感銘を受けていらして、人々を思

いやり、分かち合うことの大切さ、奉仕とは自分よりも

ほかの人のことを先に考えることと言っています。そこ

で本年度 RI 会長が掲げたテーマは、「奉仕しよう みん

なの人生を 豊かにするために」と提唱されました。そ

して、RI 会長は会員増強の重要性を強く思われており来

年の 6 月までには 120 万人から 130 万人にロータリ

アンを増やそう。そのためには、各ロータリアンが新会

員一人を入会させようと呼びかけられました。 

沓名ガバナーを紹介させていただきます。沓名俊裕ガバ

ナーは、1951 年 3 月 1 日生まれ、1995 年安城ロー

タリークラブに入会され、2011～12 年度のクラブ会

長になられまして、現在、安城商工会議所の会頭も務め

られております。 

2760 地区の地区方針ですが、沓名ガバナーは今のこの

未曾有の事態は、今までの在り方を考え直すチャンスで

あり、これからの新しい時代を生き抜くために、新しい

考え方にチェンジする必要があります。残すべきものは

残し、新しいものを取り入れ、変えるべきものは変える

勇気が必要な時であります。今、私たちは 2 つの危機に

直面しています。新型コロナウイルス感染拡大という目

の前の危機と将来を脅かす地球温暖化という危機です。

コロナゼロの為のロータリーとしてやるべきことは何

か？カーボンゼロを目指す時代にロータリーはどのよう

な奉仕が出来るのか２７６０地区として考え、行動に移

したいとおっしゃっています。そこで、沓名ガバナーが

示された地区方針は「チェンジロータリー 新時代への

成長に」とし、コロナゼロ・カーボンゼロの支援。そし

て行動指針として「人類の危機を救うロータリーになろ

う」と提唱されました。 

 
会員増強についてですが、近年の会員減少の危機感から

会員増強の重要性を念頭に行動方針「一人が一人以上の

人に声をかける」を示されました。特に女性は声がかか

らない人が多いと聞きます。地区の６％の女性の比率を

８％に引き上げたいと考えます。また若い人の入会も重

要です。ローターアクト、学友を活用していきます。衛

星クラブの設立にも力を入れていきたいと考えます。会

員増強と同じく重要視すべきは退会防止です。その最た

るものとしては高齢会員であり、生涯ロータリアンとい

う人が減ってきたことは非常に残念なことです。生涯ロ

ータリアンになってもらう方策をクラブで考えてほしい

と思います。また、入会 3 年目の新会員の退会防止につ

いても合わせて考えてほしいと思います。 

・地区会員増強委員会に卓話を依頼し、会員増強につい

てクラブ全員が共有する。 

・クラブ会員増強委員長の任期を 2 年にして、継続的な

勧誘をしていく。 

以上のことを考えて頂き、会員増強の強化をお願い申し

上げます。 



会員増強とも密接に関係していますが、本年度はロータ

リー奉仕デーとして、コロナゼロ・カーボンゼロへの奉

仕活動を推進していただきたいと思います。すでに

WFF（ワールドフード+ふれ愛フェスタ）は、ロータリ

ー奉仕デーと位置づけられておりますが、本年度は IM

（インターシティミーテイング）もロータリー奉仕デー

と位置付けていただきたいと思います。2760 地区の全

会員４７００人に配布しましたコロナゼロ、カーボンゼ

ロ支援のバッジを是非身に着けて一年間活動していただ

き、ロータリーがコロナゼロ・カーボンゼロ支援及び奉

仕活動を強く推進している団体であることを、対外的に

様々な場で発信していただきたいと思います。これから

のクラブの奉仕事業のあり方は、積極的に合同・共同で

他の組織や他クラブとも取り組んでいただきたいと思い

ます。外向きのインパクトのある奉仕事業を計画し、地

域に貢献しながらロータリーの公共イメージを高めてい

きましょう。そしてそれを、会員増強にも繋げていきま

しょう。そのためにはクラブの奉仕活動委員会を今まで

にない重点組織として位置付け、クラブの会員増強委員

会・奉仕活動委員会・公共イメージ向上委員会などを、

単年度制にこだわらず複数年で育成をしていただきたい

と思います。 

本年度 IM についてですが、来年 2022 年 3 月 12 日土

曜日に名古屋市東区のメルパルク名古屋におきまして、

「地球を救うために地域の環境をよくしよう 〜カーボ

ンゼロへの取り組み〜」をテーマに開催させていただく

予定です。沓名ガバナーは、人類の危機を救うためにカ

ーボンゼロ支援を掲げましたが、各地域のロータリーク

ラブがそのような事業に取り組むことで、地域の環境を

よりよくし地球を救うことに結びついていくと考えま

す。そこで、IM の中で各クラブが考えるカーボンゼロへ

の取り組みなどを発表していただきたいと思います。カ

ーボンゼロへの奉仕活動を広く捉えていただき、地域環

境の保全や改善などの環境奉仕事業への取り組みでもか

まいません。今後そういった事業への取り組み予定が無

いというクラブ様におかれましても、クラブとしてどの

様に考えるのかを議論していただき、構想でも結構です

ので各クラブ様 7 分程度の発表をしていただきたいと思

います。改めてご案内をさせていただきますが、11 月

末頃までにはその発表の資料をご報告いただきたいと思

います。東尾張分区、他クラブの参考になると思います

ので、是非ともご協力下さいます様宜しくお願い申し上

げます。 

IM の特別講演としまして、2014 年ノーベル物理学賞

を受賞された天野浩氏をお招きし、「昨今の半導体不足

と電力消費削減のためのワイドギャップ半導体の役割」

という世界最先端のテーマで講演していただきます。先

生の発明によって開発された LED ライトが、省エネル

ギーに特別の効果をもたらしたことは皆さまご存知のこ

とと思いますが、現在産業の米とも言われています半導

体は、世界的な開発競争や各国の覇権争いを起こしてい

ます。効率の良い半導体が実用化されると、日本だけで

年間、原発４基分の省エネになり、二酸化炭素の排出量

が約 1000 万トン削減されると予想されています。そ

の様な世界的に桁違いの影響を及ぼす革新的な研究を講

演していただきます。現在天野先生は、名古屋大学特別

教授、名古屋大学未来材料・システム研究所未来エレク

トロニクス集積研究センター長・教授、名古屋大学赤﨑

記念研究センター長などを兼任されております。詳しく

は講演前に、天野先生のホームページをご参照いただけ

ると幸いです。 

合同事業についてですが、ロータリー奉仕デーとして他

団体や、2 クラブ以上での合同事業にもお取り組みをい

ただきたいと思います。予算・事業計画の問題や単年度

制という枠組みの中で、様々な問題もあり、これを実行

することは難しい点があることは十分承知しておりま

す。具体的には、同一市内クラブ・親子クラブ・兄弟ク

ラブなど、我々であれば分区内の 12 クラブで行うこと

が望ましい様に思いますが、次年度に向けてでも結構で

すのでクラブ内でもう一度ご一考いただきたく存じま

す。 

 
第 9 回ワールドフード+ふれ愛フェスタ（WFF）につい

てですが、各クラブにおかれましては、既にＷＦＦ開催

に向けてご協力をいただいているところではございます

が、8 月 3 日のＷＦＦ実行委員会にて、新型コロナ感染

症の感染状況をかんがみると、10 月 9 日 10 日の開催

は断念せざるを得ない状況との判断に至りました。た

だ、今年度内には延期開催させていただく前提で開催方

法を模索してまいりますので、その折にはよろしくお願

い申し上げます。既にご予約申し込みいただきました広

告協賛およびチケット購入につきましては、一旦キャン

セルとさせていただきます。第 7 回目は台風で、第 8

回目のフェスタはコロナ禍で中止となっております。実

行委員長の神野パストガバナーは、3 度目の正直で何と

か開催して委員長を終わりたいとのお言葉を何度もお聞

きしております。この事業は、日本でも他の地区にない

世界でも注目の特別奉仕イベントになっており、皆様に

は是非ご協力をいただき成功させたいと願っておりま

す。テーマは、「ゼロミッション～ゼロへの行動・より

良い未来へ～コロナゼロ・カーボンゼロ・ポリオゼロ」

を掲げ、ロータリーの公共イメージ向上と共に医療従事

者への支援と感謝・ポリオの根絶・カーボンゼロの推進

を 3 本柱とした事業になっております。場所は名古屋栄

の久屋大通り公園にありますエンゼル広場・エディオン

久屋広場になります。例年の会場より南側に移動し、松

坂屋前の公園に変わっております。会場を多くのロータ

リアンであふれさせたいと願っております。 

WFF を延期開催の前提で WFF の協賛チケットについて

ですが、開催の折にはお 1 人様 2 枚以上を目標に是非



ともご購入をお願いしたいと思います。変更後のチケッ

トの申し込みや代金お振込みの期日などは改めてご案内

をさせていただきます。チケットをご本人が利用できな

い時には、ご家族やお知り合いの方々にプレゼントして

いただき、この事業をより盛大にしてロータリーの公共

イメージを高めていきたいと思いますので宜しくお願い

申し上げます。もし最終的に中止になりましたら、チケ

ット代や広告協賛金もすべて必要経費を差し引いた残金

をお返しする予定になっております。 

WFF 関連の話ばかりで申し訳ありませんが、第 7 回

WFF の収支決算につきまして、残金について疑問に思

っている方々が少なからずお見えになるようです。この

収支決算報告につきましては、2019－20 年度のガバ

ナー月信最終号の 85 ページに掲載してあります。収支

決算報告の支出の部の下から 3 段目の基金引当金の項目

に 1645 万 3519 円が計上されています。また、この

お金は今回の第 9 回 WFF で運用する予定になっており

ます。沓名ガバナーの方針と致しましては、本年の開催

でできる限り残金を残さないようにしたいとおっしゃっ

ております。色々とご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理

解の上ご協力下さいます様宜しくお願い申し上げます。 

WFF 関連では最後の話になりますが、今年度は「カー

ボンゼロ」のガバナー地区方針にのっとり、各クラブ 1 

本の植樹をＷＦＦ事業の一環として実施予定です。実施

時期はＷＦＦ開催に合わせて考えておりますが、植樹場

所・木の種類などはご相談させていただきます。費用に

つきましては、基本的に地区（ＷＦＦ）負担とさせてい

ただきます。新型コロナウィルス感染症の再度の拡大に

より、難しいクラブ運営が予想される中ではございます

が、引き続き地区事業にご協力賜りますよう宜しくお願

い申し上げます。 

奉仕活動のための組織づくりですが、国際ロータリーが

2015 年の理事会決定により大きく舵を切り、「見える

奉仕・汗をかく奉仕により、ロータリーの公共イメージ

と認知度の向上をはかることにより、会員拡大や支援者

の充実を目指すべきであり、そして更にロータリー財団

の活用により、クラブが地域の他団体と共に地域から注

目される規模の大きい奉仕活動をすることや、世界のロ

ータリアンが結び合いながら奉仕活動をすることがロー

タリーの目指す世界であると方向性を強く発信されまし

た。2760 地区におきましても同様であります。メンバ

ーとの親睦を図りながら、従来までの内向きであった事

業をより外向きへの事業へと改革していっていただきた

く思います。地域に対してインパクトのある事業を実施

し、積極的にロータリーの公共イメージを発信していく

ことが、自らのクラブは元よりロータリークラブ全体の

発展に繋がると考えます。その為にも重点的に奉仕活動

委員会に人員を配置して、次年度以降に向けて組織的に

活動できる地盤ができるように議論を重ねていただきた

いと思います。 

続きましてロータリーイメージの向上についてですが、

せっかく地域のためになる良い奉仕活動を行うのであれ

ば、その地域の方々にも広く認知していただくべきであ

ります。その為には事業を実施する前にプレスリリース

などを行い、地域の新聞記事などに取り上げてもらえる

様に、クラブ自ら積極的にメディアに発信していかなけ

ればいけないと思います。今まで以上に広報活動に力を

入れていただきます様お願い申し上げます。またその為

にも地区の公共イメージ向上委員会もご活用いただきま

すよう宜しくお願いいたします。 

本年度の地区大会ですが、2021 年 11 月 6 日と 7 日

の 2 日間の土日で開催を予定しております。1 日目は名

鉄グランドホテル、2 日目は名古屋国際会議場で開催さ

れ、金山総合駅から国際会議場までシャトルバスを運行

する予定です。ホストクラブは名古屋錦ロータリークラ

ブ様になります。コロナ禍ですがワクチンの接種もおお

よそ完了して何の問題なく開催できることを期待してお

ります。大会登録料につきましては、会員は 12000

円・ご家族は 6000 円となっており、登録及び送金の

期限は 8 月 31 日なっております。是非とも多くの登録

を宜しくお願いいたします。 

国際大会ですが、2022 年 6 月 4 日～8 日の予定で開

催されます。開催場所は、アメリカのヒューストン、ガ

バナーナイトは初日の 6 月 4 日開催予定です。こちら

もコロナ禍の影響によって開催のハードルが高くなるか

もしれませんが、参加できる方は早めのご登録を宜しく

お願い申し上げます。 

 

 
 

 
 

第 2 回クラブ協議会 

 

日時：2021 年 8 月 16 日（月）13：30～14：30 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル 17F「楠」 

欠席：田中秀典（職業奉仕委員会 委員長） 

早川正倫（国際奉仕委員会 委員長） 

進行 川口直也 幹事 

１．開会 

２．会長挨拶 

クラブ協議会への出席ありがとうございます。本日は梅

村邦雄ガバナー補佐を筆頭に杉山淳一地区スタッフ、奥

田桂分区幹事、伊藤敦司分区副幹事の出席をいただいて

おります。コロナ禍のなか短時間で済ませたいので協力

お願いします。 

３．梅村ガバナー補佐挨拶 

本日で 3 回目の出席となります。私自身この機会は勉強



するところと思っていますのでよろしくお願いします。 

杉山地区スタッフ挨拶 

貴クラブの運営方針をお聞きし私どものクラブの今後の

活動に活かしたいと思います。 

奥田分区幹事挨拶 

この機会にいろいろ勉強させていただきます。 

伊藤分区副幹事 

同じくいろいろ勉強させていただきます。 

４．議題 

①各委員会の活動方針並びに報告について 

・会員増強委員会 中島俊朗委員長 

今年度地区方針として会員増強に力を入れて見えます

が、現状としては例会に参加する一人として寂しく感じ

る。会員減少の原因を見つけることも大切だが今は 10

名の増強を目指し若手中心の会を模索している。退会防

止についてもハードルを下げ理由を探る必要がある。 

・原田好展 R 情報副委員長 

入会 3 年未満の会員を対象とした会を年に 2 回開催す

る予定です。 

・公共イメージ向上委員会 杉本敦永委員長 

本日の梅村ガバナー補佐の卓話で改めて公共イメージの

向上が大切であることを認識した。情報発信できる機会

を捉えイメージアップに努めます。 

・クラブ奉仕委員会 近藤和彦委員長 

コロナ禍のなかで思うようにならない部分もあるが親

睦、SAA 委員会と連携し事業計画に沿った運営に心が

けます。 

・親睦活動委員会 伊藤康司委員長 

各祝福行事を行うことで会員同士の親睦を深めていきた

い。また、家族会等の行事をどのようにされてみえるか

他クラブの運営を参考にしたい。 

・SAA 委員会 照井通夫委員長 

今年のクラブテーマでもある「楽しく、優雅なロータリ

ー活動を」を大前提とし他の委員会と互いに協力し合っ

て進めていく。 

・社会奉仕委員会 山北秀和委員長 

豊山町への支援については去る 7 月 21 日に小、中学生

を対象として実施した。また、地区補助金については来

年 2 月に保護司活動のディスカッションと講演を予定し

ている。 

・青少年奉仕委員会 北園守生委員長 

さる 8 月の第一例会の卓話に於いて春日丘高等学校イン

ターアクトクラブの活動報告を行った。また、来年 3 月

には春日井、名古屋城北 RC との合同例会で IAC の活動

報告を行う予定です。 

・R 財団・米山奨学委員会 武田英昭委員長 

R 財団への事業としては地区の 3 つの優先事項を進め

る。また、引き続き米山奨学生張申童君への支援と例会

参加を依頼する。 

・山内佳紀会長エレクト 

会員増強として例会に参加していただいた方へのフォロ

ーがその先増強につながると思います。 

・入谷宏典副幹事 

コロナ禍のなか思うように例会並びに各事業が進められ

ないなか他クラブさんがどのように会員交流をされて見

えるかお聞きし参考としたい。 

・田邊雅彦会長 

クラブ奉仕については各委員会メンバー不足ではあるが

協力して進めてください。社会奉仕事業は講演会の講師

のスケジュールが 12 月には決まると思います。青少年

奉仕については従来通り進めてください。RC 財団につ

いては 8 月 6 日に財団セミナーに参加してきました。

会員増強することで財団への寄付の増加にもつながると

思っています。会長エレクト並びに副幹事には個々の委

員会との打ち合わせになるべく参加していただき次年度

への活動につなげていただきたい。 

・梅村邦雄ガバナー補佐 

どのクラブも会員増強を問題にあげてみえますが地区の

委員会にはその点のプロに近い方も見えますので利用さ

れたらいかがかと思います。また、海外との姉妹交流が

多くて羨ましく思います。 

②その他 

・梅村邦雄ガバナー補佐 

当地域は蔓延防止から外れているので夜間例会も閉会時

間を決めて開催し、昨年開催できなかった家族例会も年

配の方からは期待されているので今のところ今年は開催

する方向で動いています。 

・奥田桂分区幹事 

緊急事態の時は例会を開催せず、蔓延防止の時は例会時

の食事抜きでそれ以外の時は通常の例会を開催していま

す。現状、食事抜きでも会員は参加していただいていま

す。 

 

・杉山淳一地区スタッフ 

当地域も同じく蔓延防止から外れているので今年は毎月

一回夜間例会を開催し、昨年開催できなかった家族例会

（クリスマス会）を今年は開催する予定です。 

 

５．閉会 

 

 
 

 

 

 

 


