
２０２１年 ７月２６日（晴れ） 第３週 第２３５５回例会

Song ”われらの生業”

Visitor 伊藤 彰君・永井伸治君（稲沢RC）

寺田孝司君（安城RC）

Attendance

会員 ６７名 欠席 １０名 出席率 ８１．４８％

President Time 家田安啓 会長

ガバナー補佐訪問です。稲沢ロータリークラブの伊藤彰

ガバナー補佐をお迎えしました。

さて、前年度から入会審査を行ってまいりました、3名

の方々が入会を承認されました。次回8月2日に、3名（伊

藤淳さん、木戸真弓さん、武井正さん）の入会式を行いま

す。この結果、あまロータリークラブは70名を回復するこ

とができました。有難うございます。さらなる会員増強に

ご協力をよろしくお願いします。

いよいよ先週から東京オリンピックが始まりました。始

めた以上は、コロナであろうがなかろうが、おもてなしの

心で歓迎し、日本の良さを知ってもらうことが重要ではな

いでしょうか。オリンピック、パラリンピックが終わって

から、愛知県も再び緊急事態宣言が発出されるかもしれま

せんが、それらは想定の範囲内として対応するしかないと

思います。今回の東京オリンピックではなく、1964年の

前回の東京オリンピックの話をしようと思います。60歳未

満の会員は記憶がないかもしれません。私は当時8歳で小

学校2年生でした。白黒テレビで観戦していた記憶です。

閉会式はそろばん塾のカラーテレビで見ていました。すべ

てが素晴らしく思えて、日本という国が本当にすごい国だ

と誇らしく思いました。まだ、当時は私も素直だったよう

です。オリンピックの聖火ランナーは、1928年のアムス

テルダムオリンピックで古代の伝承をもとに再開されたそ

うです。ギリシャのオリンピアで点火して開催地までリレ

ーで運ぶのは1936年のベルリンオリンピックからだそう

です。前の東京オリンピックの聖火ランナーの最終ランナ

ーは、坂井義則さんという人で、早稲田大学陸上部の学生

だったそうです。この人は、第２次世界大戦中の1945年

8月6日に広島に原爆が落とされた日に、爆心地から70キ

ロほど離れた広島県内で生まれた人だそうです。原爆の日

に生まれたことで選ばれたということで、海外メディアか

Today ８月 ２日（第２３５６回）

担当 加藤春視 プログラム委員長

演題 卓話「ツボ・壺・つぼ」

焼き物をはじめ数多あるツボのなかから今日のツボ！

医食タレント・鍼灸師 きくち教児氏

Next Week ８月１６日（第２２５７回）

担当 加藤春視 プログラム委員長

演題 卓話「私が水中の世界で知ったこと」

フランス国家認定潜水指導者

江本豊久氏



らはアトミックボーイと呼ばれていたとのことです。私は

この事実を最近知りましたが、この坂井さんの人選にどの

ようなメッセージが込められていたのかはわかりません。

しかし、選ばれた本人としては複雑な心境ではなかったで

しょうか。なんとなく政治に利用されているような気がす

るのは、私が素直ではなくなったからでしょう。オリンピ

ックには色々な形で政治やお金の話がつきまといますが、

開催されたからには今回の東京オリンピックも、素直な気

持ちで応援したいと思います。頑張れ、日本！

Secretary Report 中島英之 幹事

１ 西川広樹君が第7回マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェロー、第9回米山功労者に寄付されました。

２ 栗木和夫君が第4回マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェロー、第3回米山功労者に寄付されました。

３ 第2回定例理事会のご案内

日時 8月2日（月）18:00

場所 東山ガーデン

伊藤 彰ガバナー補佐を囲んで懇談会

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

伊藤彰ガバナー補佐、永井伸治分区幹事（稲沢RC）

本日はよろしくお願いします。

寺田孝司地区副幹事（安城RC）

地区副幹事の安城RC寺田孝司と申します。本日はよ

ろしくお願いいたします。

家田安啓 会長

伊藤彰ガバナー補佐をお迎えします。理事及び各委員

長の皆様、よろしくお願いします。

谷川浩司 副会長

伊藤彰ガバナー補佐をお迎えして。

中島英之 幹事

伊藤彰ガバナー補佐、永井伸治分区幹事、寺田孝司地

区副幹事、ようこそあまRCへ。本日はよろしくお願

いいたします。

加藤 徹君

毎回1000円しか出していないのに、前回ニコボック

ス賞を多額にいただきました。本日は自分なりの多額

を納めさせていただきます。

木下章吉君

今日は妻、睦子の誕生日です。倶楽部から生花を贈っ

ていただき、有難うございます。

黒野晃太郎君

伊藤ガバナー補佐をお迎えして。

オリンピック、観客を入れてあげたかった。

娘のピアノ教室の発表会、孫が出演。楽しい1日でし

た。

栗木和夫君

連休中に娘婿達3人と一泊2ラウンドゴルフをしまし

た。結果は気を使わない婿。

北野庸夫君

先日の歴代会長会で、家田会長と臼井エレクトの職業

分類を間違えました。ごめんなさい！

オリンピック、暑さに負けず、日本頑張れ！

大竹敬一君

伊藤ガバナー補佐、お疲れ様です。

渡辺 均君

ニコボックス委員会の皆さん、ご苦労様です。

予約していたオリンピック開会式がTV観戦になり残

念でしたが、一杯飲みながらの観戦も良かったかな…。

山田尊久君

伊藤ガバナー補佐をお迎えして。

後藤裕一君

オリンピックが始まりました。日本選手も金メダリス

トも出ています。暑さに負けず、コロナに負けず。ガ

ンバロー。

加藤憲治君

伊藤彰ガバナー補佐、よろしくお願いします。



水野 眞君

暑いです。皆さんお互いに大事に。

水谷安紀君

ガバナー補佐訪問、よろしくお願いします。

中澤浩一君

伊藤ガバナー補佐、今日はよろしくお願い申し上げま

す。

小倉廣三君

伊藤彰ガバナー補佐、永井伸治分区幹事、寺田孝司地

区副幹事、本日よろしくお願いいたします。

大西晃弘君

伊藤ガバナー補佐、永井分区幹事、寺田地区副幹事、

本日はよろしくお願い申し上げます。

田中正博君

伊藤彰ガバナー補佐をお迎えして。

臼井幹裕君

伊藤彰ガバナー補佐、永井伸治分区幹事、寺田孝司地

区副幹をお迎えして。

山田幹夫君

伊藤彰ガバナー補佐をお招きして。

合 計 ５２，０００円

ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問

伊藤彰ガバナー補佐

シェカール・メータRI会長は「奉仕しようみんなの人生

を豊かにするために」、また、沓名ガバナーの地区方針「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～」を提唱されています。

各々のロータリークラブの発展なくしてロータリーの発

展はありません。私ごとですが、一宮ロータリークラブの

スポンサーで誕生しました稲沢ロータリークラブに入会さ

せて頂き、32年になりました。伝統と風格をモットーに厳

格な例会だった事が記憶に残っています。

激しい時代の変化に取り残されない様、積極的なクラブ

活動が急務であります。新しい時代の多様性と柔軟性が持

続可能性に必要不可欠です。100年に１度と言われる技術

革新の時代へ向かって行かなければなりません。我々ロー

タリアン各々の活動が新時代への成長へとつながると思い

ます。

<活動方針>

１．会員増強

「一人が一人以上の人に声をかける」

●今まで声をかけてないかった人に声をかける

●特に女性と若い人

●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。

●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。

２．ロータリー奉仕デー

コロナゼロ・カーボンゼロへの奉仕活動の推進

●インターシティミーティング

・西尾張分区I.M 2022年3月12日(土)

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

・西尾張分区チャリティ親睦ゴルフコンペ開催日

2022年4月～5月（予定）

場所：岐阜関カントリークラブ

●２クラブ以上での合同事業

同一市内クラブ・親子クラブ・兄弟クラブなどでの共同

事業を推進。

●第９回ワールド・フード＋ふれ愛フェスタ（WFF）

2021年10月9日(土)・10日(日)10：00～17：00

名古屋 栄久屋大通公園

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

３．チェンジロータリー

奉仕活動のための組織づくり

●親睦＋インパクトのある奉仕事業＋公共イメージ向上＝



地域への社会貢献

ロータリークラブの発展

●クラブ内人員配置を奉仕活動委員会に重きを置き、組織

として活動できる地盤をつくる。

４．ロータリーイメージ向上

よい奉仕活動＋メディアに取り上げられる⇒ロータリー

クラブの知名度向上

●自クラブの活動を知る

●よい奉仕活動は地域に知ってもらって意味を持つ。

５．地区大会に参加しよう

2021年11月6日(土) 名鉄グランドホテル

〃 7日(日) 名古屋国際会議場

６．国際大会に参加しよう

ヒューストン国際大会 2022年6月4日～8日

ヒューストンで世界のロータリアンと交流しよう。

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー 風 景

親睦活動委員会

８月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

木下 章吉 S.5. 8.18 山田多恵子 8. 7

田中 正博 S.23.8. 1 （尊久）

栗木 和夫 S.25.8.31 家田 雅恵 8.19

神田 康史 S.26.8.30 神戸 潤子 8. ２

中澤 浩一 S.34.8.12 伊藤香屋子 8.14

黒川 元則 S.35.8.18 （正征）

小倉 廣三 S.36.8.12 谷川恵美子 8. 1

武井 正 S.40.8.25 敬称略

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ


