
 

第118７回 例会 Ｎｏ．2４ 令和4 年５月12 日 (木) 

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  ゙ 「君が代」「奉仕の理想」 

■出席報告 会員４４名中2５名出席 

■出席率 

■ゲスト 

 

60,98％ 出席計算人数41 名 

名古屋中央RAC 

会長 都築瑠衣様 
 

 

会長挨拶                    亀井克典 

皆さんこんにちは。ウクライナの人道支援について、4 月末

で約 1,400,000 円多額の支援金が集まりましたのでしかる

べきルートで収めていきたいと思います。本当にありがとう

ございます。あとは名古屋宮の杜ロータリークラブ 5 周年記

念式典が 4 月 21 日金山のホテルグランコートでありまし

た。参加させて頂きましたけれども、5 周年とまだ若いクラ

ブで、西名古屋分区に所属されて、スポンサークラブは名

古屋名駅と言う事ですが、会長さんが 40 代の方で大変若

い勢いのあるクラブだなと思いました。コロナと言うことで記

念式典の後 懇親交流会が予定されていたのですが、それ

は中止となって記念式典だけの参加となりました。当日ニコ

ボックスは全額ウクライナに支援にすると言う話でした。 
コロナの話になりますが、前もお話しした通り、なかなか私

どもの医療法人も 2 年以上会食を伴う懇親会を原則禁止で

やってきましたが、さすがに人間関係とか深いコミュニケー

ションとかは対面、会食懇談がないと難しいと思います。 
うちの法人は今週常務理事会役員会で、一定の検査をした

上で、必要な人は会食懇談はよろしいと言うことに変えまし

た。ですから可能であれば事前に PC R 検査ですとか、そ 
 

 
れから抗原定量検査というのがありますが、それを半日 1
日以内にやって陰性であれば少人数でやってよろしいと言

うことにしました。検査キットですがコストとしては 1300 円

位です、ただ PCR 承認されていないのですが、ただ PCR
とか抗原定量検査ができない場合は、会食の直前にこれを

やって陰性確認をしたらもう良いと言うことにもしました。無

症状感染者を拾い上げることができませんが、口からウィ

ルスはたくさん出していませんよと言う証明にはなるのでそ 
ういう形でもいいと言うことにしました。これは市販が認めら

れていないのですが医療機関では購入できるようになりま

した。with コロナと言うことで.おそらくゴールデンウィーク明

けでちょっと感染者数も増えていますけれど、おそらくよほ

どのことがないと蔓防だとか.緊急事態宣言を政府も自治体

も出す気がないので、共存していくためにはどういう生活ス

タイルにするかと言うことを考える時期であると感じており

ます。 
 

 ニコＢＯＸ 
●本日の卓話に名古屋中央 RAC 会長 都築瑠衣様を

お迎えしました。 都築様 ようこそお越しくださいまし

た。会員一同心より歓迎申し上げます。 

亀井会長、森田、成田、水野、西川、立石、佐久間、  

川原、横田、恵利、後藤、武山、矢野、古川、今村、 

高山、(敬称略) 

加藤さん 本日のアッセンブリ、よろしくお願いいたしま

す。 

藤田さん 昨年５月１１日 ３人目の孫が生まれました。 

堀江亮介さん 都築会長、色々お世話になってます。 

岩田さん 森田さん ありがとう！ 

松尾さん お誕生日のお祝いをありがとうございます。 

河原さん お誕生日のお祝いをありがとうございます。 

本日合計 ６３，０００円 

 

５月の祝福 

誕生日 結婚記念日 

1 日 河原照忠さん 5 日 加藤さん 

11 日 松尾雄二郎さん  

17 日 小菅さんご夫人 

19 日 磯部さんご夫人 

                 



米山功労者表彰 

米山特別寄付にご協力いただきました大塚嘉彦さんに 

亀井会長より記念品を伝達いたしました。 

ありがとうございました。 

 

○大塚嘉彦さんのご挨拶 

 皆様、ありがとうございます。 

米山奨学生だけに限って言えば中国、韓国、台湾が圧倒的

に多いような気がしております。それから 2006 年だったと思い

ますが、規約が改定になりまして、貧しい人も貧しくない人も同

じように選ばれると言うことになりました。それは宜しいのです

が、ただ奨学生は少なくとも、ロータリーでただ単にお金を渡し

ました、頂きました、サヨウナラではなくて本来の目的、米山奨

学生は日本のロータリークラブと世界との架け橋となるような人

材を育成するという目的がありますが、実際にその中でどれぐら

いの人たちが日本とその国の架け橋になっているのか。一度き

りの事ではなくて、続けてフォローできたらいいなと思っておりま

す。ありがとうございます。 
 

名古屋中央 RAC 活動紹介 

名古屋中央 RAC 会長 都築 瑠衣 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活動紹介と言うことで、今期行った例会をいくつかご紹介させ

ていただきたいと思います。 

防災ウォーキングの企画自体は、10 月17 日に実行したわ

けですが、何回も例会を重ねて、企画計画をして実行しまし

た。まず第一歩として 8 月27 日RAC-1 グランプリにて企

画発表を行いました。 

こちら、RAC-1 グランプリといいますのは、ローターアクトワング

ランプリと言うわけですが、地区行事で、愛知県内の各ロータ

ーアクトクラブが、自分たちは今年こんな社会奉仕活動すると

言うことを発表しあうプレゼン大会になります。今年は教育の

支援をする社会奉仕活動と言うことでしたので、私たちは千

種高校のインターアクトクラブの生徒さんと一緒に、コラボして

企画を行いました。 

防災ウォーキングは街を歩いて実際に地震が起こったときに、

ここは窓ガラスが倒れてくるとか、マンホールの水が吹き出すと

か、街を歩きながら危険を予測してハザードマップを作ると言う

活動になります。そういったことを企画するのも初めてで、10

月6 日に講師の方をお招きして、事前学習として例会を行

いました。 

当日の 10 月17 日、私たちは例会場として今池ガスビルを

使っているのですが、当日はこの今池ガスビルを拠点として、

もしここで地震が起こったら、一番近い避難所小学校にどうい

ったルートで避難するのが 1 番安全かとテーマを掲げて、グル

ープに分かれて今池の街を散策しました。実際作ったのはこ

んな感じになるんですが、シールを使ったりカラーペンを使った

りして、見やすい形にまとめたものになります。参加していただ

いた千種高校の生徒さん達も、楽しかったと言って頂きました

し、少人数で 1 時間歩きながらお話ししたり、一緒にマップを

作ったりしたことで交流も深められました。 

次に別の企画ですが、招待行事を行いました。招待行事と

言うのは、愛知県の各ローターアクトが、年に一回行ってい

る行事で、自分たちのクラブ以外のローターアクターとか、ロ

ータリーさんとかを招待して、親睦交流を深めると言う行事

になります 

今年はボードゲームをして楽しむと言う形で、堀江さんにも

参加いただき、ありがとうございました。いろんなローターアク

ターに来ていただいて、老若男女関係なく、頭だけで行うも

のなので、ハンデがそれぞれないというか、結構みんな平等

に楽しめてよかったかなぁと思っています。 

次、こちら緑の散歩道というプロジェクトですが、西区上

小田井あたりのエリアに昨年植樹活動を行いました。木を

植えると草とか生えてくるのでメンテナンス保全活動というこ

とで、雑談をしながら草生むしりと言う単純作業でも、みん

なで 1 つの目標を掲げて、一緒にこのエリアをきれいにする

１つの仕事を、みんなで達成することで結構深まる仲と言う

のはあるのだと感じました。 

赤平ローターアクトクラブオンライン合同例会です。 

北海道にあります赤平ローターアクトクラブというローターアク

トクラブと、オンライン zoom を使って合同例会を行いまし



た。この日はお互い自分の地域のクイズを出し合ったりです

とか、お互いの地域紹介、例えば私たち名古屋中央のメン

バーが赤平のことを調べて紹介する。逆に赤平のメンバーが

名古屋のことを調べて紹介する。交換発表みたいな感じで

良い例会でした。こうやって遠くの人とも関われると言うの

は、オンラインの強みだな、オンラインでしかできないことだな

ぁと感じたので、来年はこういう活動も強化していきたいなと

思っています。 

最後こちら RUN IN BLUE ですね。 

地区行事になりますが、こちらは刈谷市の高岡公園にて開

催されました。チャリティーランニングで決められたエリアを走

って、集まったお金は寄付すると言う形で、この日集まったお

金は発達障害を持つ子供のための施設に寄付しました。

現地で開催する地区行事自体が久々だったのでものすごく

盛り上がり、当日運営側でお手伝いして司会しました。この

地区行事には丸の内ロータリークラブの皆さんにもたくさんご

参加いただきありがとうございました。 

活動紹介は以上となります。 
 

第 １１回 議事会議事録 

202２年５月１２日（木）12:00～ 

名古屋クレストンホテル 例会場 

出席者 (敬称略） 

  亀井、岩田、武山、成田、今村、⾧谷川 堀江亮介、 

  森田、松尾、加藤 

議事録  

 １.青少年交換留学生の件 

 ２.５月２８日 社会奉仕 慈友学園 BBQ について 

 ３.５月１９日 卓話者確認 

  ６月２日  委員会卓話者確認 

  ６月２３日 会⾧幹事慰労会の確認  

 ４.その他  
 

第４回 アッセンブリ議事録 

令和４年５月１２日（木）13:40～ 

名古屋クレストンホテル ９階 

出席者 (敬称略） 

武山、加藤、田島、松尾、⾧谷川、藤田、今村、 

古川、堀江亮介、横田、恵利、岩田、矢野、小原、 

立石、高山 

議題 １．委員会事業計画及び予算 

 

西名古屋分区 幹事・事務局慰労懇親会 

２０２２年５月１３日(金) １８：００～ 

 ヒルトン名古屋にて、名古屋瑞穂ロータリークラブの

ホストにより、西名古屋分区１５RC の幹事・副幹事・

事務局の慰労懇親会が開催されました。 

 

今年度のクラブ事業を紹介する加藤副幹事 

 

118６回 例会 Ｎｏ．2３ 

令和4 年４月23 日24 日（土・日） 

例会変更「ワールドフードふれ愛フェスタ」 

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  ゙  

■出席報告 会員４４名中 随意出席 

 出席率 １００％ 

 

2022 年4 月23 日（土）24 日（日）に地区事業の 

ワールドフードふれ愛フェスタが開催され、当クラブは国際奉

仕事業の例会変更として参加致しました。 

コロナ禍のため、出席はご自由として出欠を取りませんでした

ので、出席１００％とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の例会予定 

５月１９日（木）「会員卓話」 田島陽介さん 

５月２６日（木）休会（定款第７条第1 節-d-1） 

６月２日（木）クラブフォーラム 

６月９日（木）休会（定款第７条第 1 節-d-1） 

６月１６日（木）「会長・幹事・その他退任挨拶」 



 

 

 

 【ウクライナ危機へのロータリーの対応】  

ロータリー財団は、ロータリー地区が実施している救援活動を支

えるために世界中のロータリー会員や一般の方々が寄付すること

のできる正式な窓口を設置しました。財団は、その主な窓口とし

て災害救援基金を指定しました。  

多くの方々からの温かいご支援のおかげで、現在までに 1,040 

万ドル以上のご寄付がこの基金に寄せられています。この資金

は、災害救援補助金を申請するロータリー地区に配分され、

水、食料、シェルター、医薬品、衣服といった救援物資を含め、

この危機による難民や被災者の支援に利用されます。  

現在までに、ウクライナでの戦争による被災者支援のために 64 

件の災害救援補助金（総額1,799,873 ドル）が授与され

ています。 

【夢をつなぐ ジェニファー・ジョーンズ会⾧エレクトが描く、

多様で活気あふれる未来のロータリー】  

アメリカ・イリノイ州エバンストンの国際ロータリー（RI）世界本

部の 18 階にある会⾧エレクトの執務室は、今までのどの会⾧エ

レクトとも違う雰囲気に満ちていました。とはいえ、それは決して、

今年7 月1 日にジェニファー・ジョーンズさんがロータリー初の女

性会⾧になるからではありません。壁に掛けられている黒いスクラ

ッチボード状の世界地図は今後2 年間、ロータリーで訪れる都

市の地名を削って記録するようにと、友人から贈られたものです。

インタビューしたのは彼女が会⾧エレクトに就任して 2 カ月後の

9 月。新型コロナの影響で、数多くのイベントが中止・延期され、

地図にしるされていたのはシカゴだけ……。インタビュー当日のこ

の日、ロータリー世界本部のこの階にいるのは私たちだけです。

執務室の外では電話が鳴る音も、キーボードをたたく音もしませ

ん。RI 理事会室で側転をしたとしても誰にも分かりません。 

取材に訪れた『Rotary』編集部を、ジョーンズさんが肘タッチで出

迎えてくれます。執務室のテーブルの周りに距離を取って座り、次

年度のビジョンについてのインタビューが始まりました。 「ロータリ

ーが世界に対して持つ大きな影響力を考えると、ロータリーは単

なるクラブとは異なります」とジョーンズさん。「一つのムーブメントな

のです」 

ジョーンズさんはラジオ・テレビ番組の制作、企業や NPO の動画

制作、ライブ番組の制作を専門とするメディア・ストリート・プロダク

ションズの社⾧兼CEO です。カナダ・オンタリオ州のウィンザー・ロ

ーズランド・ロータリークラブ（RC）の会員で、夫のニック・クラヤ

シッチさんはラ・サールセンテニアル RC の会員であり、第6400

地区のガバナーノミニーです。 

1996 年にロータリークラブに入会したジョーンズさんは、ロータリ

ー強化諮問グループ委員⾧を務め、ロータリーのブランド強化の

取り組みでリーダー的役割を担いました。また、現在は、ポリオ根

絶活動のために 1 億5,000 万ドルのファンドレイジングを目指

す、「End Polio Now:歴史をつくるカウントダウンキャンペーン

委員会」の共同委員⾧を務めています。2020 年には、新型コ

ロナ対応のためのファンドレイジングを目的としたオンラインイベン

ト「テレソン（#RotaryResponds）」を先導。このイベントは 6

万5,000 人以上が視聴しました。 

メディア出身であることを強みにしてロータリーの知名度を世界的

に上げるというのが、RI 会⾧としてまず彼女が目標に掲げている

ことです。ロータリーの各重点分野における大規模で持続可能な

プロジェクトを全世界に紹介して回る「イマジン・インパクト・ツア

ー」なる旅行を企画しています。「会員増強の手段として考えて

います。ストーリーを伝えれば、志を同じくする人々が参加してく

れますから」とジョーンズさん。 

――初の女性RI 会⾧誕生は、 

ロータリーにとって何を意味しますか?―― 

私が選ばれた時、強調されたのは、女性だから選ばれたのでは

なく、会⾧にふさわしい資格を持っていたから選ばれた、という点

です。面接には、ジェンダーを意識して臨んだわけではありませ

ん。とはいっても、これはロータリーにとって大きな一歩だとは思い

ます。DEI はロータリーだけでなく、あらゆる社会にとって重要なこ

とです。私が指名されたのは、まさに時が満ちたといえるかもしれ

ません。 2021 年バーチャル国際大会での受諾演説では、オー

プニングで 10 歳のめいについての話をしました。「人と違うのはい

いことだ。私は人と違う」というコメント入りの自分の顔の絵をくれ

たのです。その絵をとても気に入り、こんな考えを持つめいがとて

も誇らしかったので、私は受諾演説の最後に彼女の言葉を引用

しました。「人と違うのは間違ったことではない」。多様性はロータ

リーの中核的価値観の一つで、女性会⾧というのは多様性を表

す一つの形です。ただ、そこに至るまでに 117 年かかったというだ

けです。 

――ロータリーにとって多様性とは?―― 

ロータリー全体で見ると多様性は見られますが、身近な活動の

場ではどうでしょう? クラブに多様性はありますか? 思考、年

齢、文化、ジェンダー、職業に多様性があれば、それが話し合い

に表れます。それが、ロータリーの隠し味。他の団体にはできない

方法で問題が解決できる秘訣なのです。さまざまな経験が話し

合いに生かされて、ロータリーは解決策を見つけます。 

「多様性は理解していますよ」というクラブは当然あるでしょう。そ

うかもしれないし、もしかしたらそうではないかもしれない。それで

も、今この時点でこのような対話に本腰を入れた団体として、ロ

ータリーは独自の立場にあると思います。ロータリーは政治色も宗

教色もなく、お互いを尊重しながら安心して対話の場を提供でき

るのです。 
 

財団NEWS 5 月号より抜粋 

 


