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第 2069 例会

歓迎挨拶

2021 年 8 月 31 日（火） 第８回
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名古屋城北 RC 会長 竹内 淑江君
「君が代」「四つのテスト」
春日井ＲＣ・名古屋城北ＲＣと
ガバナー公式訪問合同例会

●ゲスト

ガバナー
沓名 俊裕 君
地区幹事
細井 英治 君
地区事務長 本間 育子 君
春日井 RC 会長 成瀬 浩康 君

於：ヒルトン名古屋 ５F「金扇の間」
ホストクラブ：名古屋城北ロータリークラブ

沓名俊裕ガバナー、細井英治地区幹事、本間育子地区事務
地長、春日井・名古屋空港・名古屋城北ロータリークラブ
の合同例会にようこそおいでくださいました。
本来であれば 3 クラブの会員全員で、拍手にて入場して
頂き、盛大にガバナー公式訪問を開催する予定でしたが、
緊急事態宣言発出中という事で、我々3 クラブの会長幹
事 6 名だけの参加という事になってしまいました。
極めて異例のガバナー公式訪問ではありますが、この例
会は ZOOM で配信されており、多くの会員が画面の向こ
うで沓名ガバナーのお話を楽しみに待っております。
こうしたハイブリッドでの例会はこのコロナ禍で、もは
や当たり前のこととなってしまいましたが、年に一度の
ガバナー公式訪問の機会までが、コロナウイルスによっ
て奪われるのは本当に残念かつ悔しくてなりません。
早く、沓名ガバナーが目指されている「コロナゼロ」の時
代が来るのを心待ちにしております。
またもう一つの、
「カーボンゼロ」に向けて我々は、方向
転換していかなければこの美しい地球を守ることはでき
ません。今日はそのあたりのお話もしていただけるかと
思います。
そしてその意味を十分理解し、この「コロナゼロ・カーボ
ンゼロ」のバッジを胸を張ってつけ、ガバナーの目指す

「チェンジロータリー」を推進したいと思います。
今日はお食事も出せず、本当に何のおもてなしもできま
せんが、3 クラブ合同のガバナー公式訪問を宜しくお願
いいたします。

会長挨拶

ナゼロ支援と致しまして、このような広い会場からソー
シャルディスタンスを守りながら、感染防止対策をしっ
かりと整えた環境を配備した中で例会を行い、今後、沓名
ガバナーの方針に沿った奉仕活動に邁進していくことが
出来たら嬉しく思います。
迎える新しい時代を今後いかに生き抜き、真のリーダー
ロータリアンとしての活動を続けられるのか、今、私たち
はとても大きな問題に立ち向かっているのではないでし
ょうか。引き継がれるべき良いものは残し Evolution し
ていきたいと考えております。
今年度がスタートいたしましてちょうど 2 か月が過ぎよ
うとしておりますが、残りの 10 ヶ月間で COVID-19 に
打ち勝ち、来年 6 月のヒューストン世界大会にも参加で
きますことを心より願っております。皆様、今後とも宜し
くお願い致します。
最後になりましたが今回このハイブリッド形式でのガバ
ナー公式訪問例会を開催出来ますことは、私達ロータリ
アン以外の方々のお力をお借りしての実現でございます。
心より感謝申し上げ会長挨拶とさせて頂きます。

名古屋城北 RC 会長 竹内淑江 君
皆様、こんにちは。
本日は、沓名俊裕ガバナー・細井英治地区幹事・本間育
子地区事務長をお迎え致しまして、ガバナー公式訪問例
会を開催出来ますことを大変うれしく思っております。
そしてハイブリッド形式となりましたこのガバナー公式
訪問例会に Zoom でご参加頂いております春日井 RC、
名古屋空港 RC、名古屋城北 RC の会員の皆様にはご理解
いただき、ホストクラブ会長と致しまして本当に感謝申
し上げます。
COVID-19 の影響によりまして実にたくさんの様々な
厳しい環境が私たちを取り巻いております。ロータリー
も本来でありましたら face to face が基本ではあります
が、メンバーの皆様の安全配慮という意味から今回、この
ような形での開催とさせて頂きました。
今回、Zoom にてご参加頂けませんでしたメンバーの皆
様には後日この Zoom 録画を別の形にて配信させて頂く
予定でございます。
しかしながら何分にも私たち身内での今回の制作でござ
います。Zoom での配信の途中にもどんなハプニングや
アクシデントが起きるかもしれません。どうかその点に
付きましてはご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
先程迄、沓名ガバナー・細井地区幹事と 3RC 会長幹事で
懇談会を行っておりました。後程、沓名ガバナーより今年
度の様々な方針等につきまして卓話を頂くわけでありま
すが、既に皆様もご承知の通り、今年度、沓名がバナーは
「CHANGE ロータリー新時代の成長に コロナゼロ・
カーボンゼロ」
と発表されております。まさしく本日のこのハイブリッ
ドのガバナー公式訪問はその第一歩を踏み出しているわ
けであります。新時代のロータリーの形としてこのよう
なバーチャル方式が取り入れられていくこと、またコロ

ガバナー 沓名 俊裕 君
7 月に就任しました 2021-22 年度ガバナー沓名俊裕
です。安城ロータリークラブ所属です。
2021 年 2 月 1 日から 11 日まで国際協議会が開催さ
れ、全世界のガバナーエレクトがオンラインで集合し研
修を受けました。本来ならオーランドの予定でしたが新
型コロナウイルス感染拡大の影響によりオンラインにな
りました。
今年度国際ロータリー会長はシェカール・メータ氏で
す。インド西ベンガル州のカルカッタ-マハナガルロー
タリークラブ所属です。ＲＩテーマは「SERVE TO
CHANGE LIVES 奉仕しよう みんなの人生を豊かに
するために」まず会員増強に力を入れ、130 万人にす
るために一人が一人を入会させようと言っています。ま
た女性のエンパワメントに対し、多様性・公平性・開放
性に重点をおいた活動を勧めています。そして、ロータ
リー奉仕デーの実施です。第 2760 地区は WFF を開催
いたしますが、10 月 9 日 10 日を延期し、4 月頃に開

催する予定にしています。
地区の方針は「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～人類を救うロータリ
ーになろう」としました。コロナゼロ・カーボンゼロ支
援に重点をおいた奉仕活動をお願いします。コロナの影
響で個人、企業、地域が疲弊しています。カーボンゼロ
は CO2 排出をどのように食い止めるのか。目の前の危
機の新型コロナウイルス感染、長期的な危機の環境問
題。この 2 つの世界的な危機を救うロータリーになりま
しょう。ロータリーとして何ができるのか、一人一人が
意識をもって行動することが大切だと思います。
行動方針として①クラブの発展なくしてロータリーの発
展なし。84 クラブが元気になるために地区は最善を尽
くして応援します。②チェンジロータリー。時代の変化
に対応し、外向きの奉仕活動ができるロータリークラブ
に代わることが必要です。③会員の基盤を広げよう。地
区の目標は 5,000 名です。特に女性会員を増やしまし
ょう。④ロータリー奉仕デーの実施。テーマはコロナゼ
ロ・カーボンゼロ支援で統一します。テーマを統一する
ことで地域への認知度が高くなり評価が向上します。
WFF は延期になりますが、ロータリーのイメージ向上
には非常に意味のあるイベントですので必ず実施いたし
ます。⑤ロータリアンとしての誇りを高めよう。ロータ
リーの重点項目の活動を、財団の補助金を利用し、より
インパクトのある事業をし、世界に社会貢献できるロー
タリーになりましょう。それがロータリーブランドの向
上につながります。⑥ロータリーファミリーとの連携を
強化しよう。若い人たちと交流し、若い力でロータリー
を活性化しましょう。⑦ロータリー賞・ガバナー特別賞
にチャレンジしよう。⑧国際大会へ参加しよう。6/4～
6/8、ガバナーナイトは 6/4 です。是非登録をお願い
します。
1 年間どうぞよろしくお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。

お礼の言葉

名古屋空港 RC 会長 田邊 雅彦 様
本日は沓名ガバナー、細井地区幹事、本間地区事務長を

お迎えしての春日井 RC・名古屋城北 RC ・名古屋空港
RC 合同によるガバナー公式訪問例会でした。
新型コロナウイルスの影響下で、愛知県には緊急事態宣
言が発令され、3RC の会長幹事のみの参加となり、会
員の皆様が沓名カバナーと直接 Face to Face でお会い
することができる機会が失われてしまったことは、残念
ではありますが、本日撮影したビデオ映像を利用させて
いただくことで改めて会員の皆様には、カバナー方針を
周知させていただく所存です。
例会前の会長幹事懇談会の席上にて直接カバナーとお話
をさせていただき、改めて感じたことは、ゼロバッチ着
用によるコロナゼロ、カーボンゼロへの意識付けとチェ
ンジ・ロータリーを踏まえ、クラブ計画書に書かれた計
画に満足することなく、これからできることを考え行
動、実践することと再認識させていただきました。沓名
ガバナー、本日は誠にありがとうございました。
最後に本日、ホストクラブである名古屋城北 RC の竹内
会長におかれましては、
緊急事態宣言発令による開催判断について、ずいぶん頭
を悩ませたことと存じます。そのような中で素晴らしい
設営をしていただいたこと、ありがとうございました。
沓名ガバナー、竹内会長に改めて感謝申し上げ、お礼の
言葉とさせていただきます。本日はありがとうございま
した。

