
 

第 1164 回 例会  Ｎｏ．1 令和 3 年 7 月 1 日 (木) 

クラブフォーラム「年度方針」 

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ゙  「君が代」「奉仕の理想」 

■出席報告 会員４２名中２７名出席 

■出席率 

■ゲスト 

 

７１.０５％   出席計算人数３８名 
米山奨学生リアンチャローンスック ウィーリンさん 

亀井さんゲスト 2 名 

 

会長挨拶                    亀井克典 

先週、成田会長、恵利幹事の慰労会を、久しぶりに対面で

「安江」で行いました。 

この一年半ずっと、なかなか親

睦が深められないという状況

でしたが、人間やっぱり飯を食

って飲んで語り合うというのが

ないと、つまらないなと痛感し

ています。今年はどうなるかというのはまだ読めないので

すが、ワクチンがゲームチェンジャーとなって、この秋以

降普段通りの対面の会が催せたら、と期待をしております。 

ワクチンに関しては皆さん、年配の方も多いので打たれ

た方も多いと思います。今使われているファイザー社とモ

デルナは、メッセンジャーRNAという新しいタイプのワクチ

ンで、我々も使ったことがありません。インフルエンザの

ワクチンは不活性化ワクチンと言ってウイルスの効力を

弱めたやつを打つというので、メッセンジャーRNA という

のは、ウイルスのたんぱく質のもとになる情報を入れると

いう、僕も詳しくないので、そういう新しいタイプのワクチン

で、結構副反応が問題になっています。で、私どもの法人

でも、職員が 1000 人ぐらいいて、優先接種で打ったので

すが、特に二回目に、若い女性職員がバタバタ倒れたと

いうか、翌日仕事にならないというようなケースが多発し

ました。実は報道があまりされていないのですけれども、

ワクチンを打った後に亡くなった方が、いま日本全国で

400 人近くいます。これがワクチンと関連があるのかどう

かというのはなかなか難しいのですけれども、一方でそう

いうリスクもあるけれども、感染予防効果に関してはかな

り高いものが期待できると。あるいは重症化予防ですね。

というところで、これは任意接種ですから、最後は自分で

決めてくださいということになります。 

私どもの職員でも、医療介護関係なので、できれば全員

打ってほしいと思うのですが、実は職員の数％は自分の

意志で「打たない」という職員もいまして、これは、「仕事を 

 

させないぞ」となると、ワクチンハラスメントになるというこ

とになってしまうので、問題になったのは、あるところの看

護学生が実習に来るにあたって、ワクチンを打たない人 

は実習に出さないということを言った学校があって、マス

コミでたたかれました。ワクチン接種はあくまで任意という

ことになりますが、今後のコロナと共存していくためにも

やはり接種を進めていかなければいけないなと思ってい

ます。名古屋市は、報道でもありますように、64 歳以下の

クーポンの発送を早めましたので、60～64 歳の方は 7 月

12 日に発送されます。55 歳から 59 歳までの方は７月 19

日、40 歳から54 歳までに方が7 月26日、16歳から 39歳

までが 8 月2 日ということで、16 歳以上の名古屋市民は 8

月上旬にはワクチンのクーポンが届くということです。 

で、そういうカタチでワクチン接種が進んでいけばいいな

と思っていますが、そういっていると今度はワクチンが足

らないと。かなり混乱した状況ですけれど、あくまで任意

ですけれど、みなさん打てる方は打っていただいて、秋以

降普通の生活が戻ればいいなあと思っています。以上を

あいさつとさせていただきます。 

直前会長幹事章 贈呈 

直前会長 成田勝彦さん、直前幹事 恵利有司さんにそ

れぞれダイヤ入り役員章を贈呈いたしました。 

 

 

７月の祝福 
誕生日 結婚記念日 

３日 石井 光さん 16 日  宮崎さん 

７日 佐久間靜憲さん 

 

13 日 長谷川龍伸さん 

16 日 山﨑 彰子さん 

有沢 祥子さん 

 



 ニコＢＯＸ 
亀井会長 いたらない会長ですが精一杯つとめますの

で、よろしくお願いいたします。 

岩田副会長 副会長として一年間頑張ります。よろしく

お願い致します。 

成田直前会長 昨年度はありがとうございました。今年

度中にはコロナ終息をお祈り申し上げます。 

松尾幹事 今年度もよろしくお願いします。 

●新年度が始まりました。皆さん、どうぞよろしくお願い

申し上げます。  

藤田、今村、加藤、森田、横田、武山、長谷川、 

堀江俊通、後藤、水野、河原、高山、恵利、立石、 

古川、髙橋、矢野、宮崎 （敬称略） 

●理事役員就任祝い  亀井、岩田、成田、武山、 

松尾、長谷川、今村、磯部、加藤、森田、田島、髙橋、 

（敬称略） 

●委員長就任祝い  藤田、古川、木村、立石、矢野

（敬称略） 

本日合計 １３３，０００円 

 

米山奨学金 

米山奨学金7月分を奨学生リアンチャローンスック ウ

ィーリンさんに贈呈しご挨拶をいただきました。 

 
あらためまして、こんにちは。 

今年度からお世話になっていますリアンチャローンスッ

ク ウイーリンと申します。長い名前ですので、どうぞ

リンと呼んでください。この奨学金は私の学生生活にお

いて、大きな支えとなっております。これからも毎日の

勉学に励んで参りますのでよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告                  松尾雄二郎 

いよいよ2回目の幹事生活を迎えました。宜しくお願い

します。 

8月5日の例会は、クレストンホテルがキッチン改修工

事のため名鉄グランドホテルに変更しますのでお気をつ

けてください。また本日の例会にご参加していただいて

お気づきと思いますが、しばらくの間テーブルにアクリ

ル板を設置します。ますます話しにくくなりますがご協

力お願いします。そのほか、ガバナー月信についてです

が、今年度はすべての月が紙面で配布されることとなり

ました。特に今月号は地区の年間行事予定が載っていま

すのでご活用ください。 

 

クラブフォーラム 

「年度方針」 

               会長  亀井克典 

2021～22年度の活動方針をスライドにまとめましたの

で、ご覧いただきながら進めていきます。お手元にもス

ライドの印刷を配布しております。 

まず国際ロータリーのテーマですが「SERVE TO CHANGE 

LIVES」（奉仕しよう みんなの人生を豊かにするため

に）という風に定められています。クラブ計画書の中で

も冒頭に、国際ロータリー会長のシェカール・メータ氏

のメッセージを掲載していますので、これを見ていただ

ければと思います。 

それに伴って2760地区の方針が提唱されております。 

これもクラブ計画書の10ページに記載されていますの

で、詳細は読んでいただければと思います。 

「チェンジロータリー 新時代への成長に！」という地

区方針に、支援活動として「コロナゼロ カーボンゼ

ロ」を掲げ、環境問題では新たな提言をされておりま

す。そういう意味では新しい提案内容になっているので

はないかと思いますので、ぜひ見ていただけたらと思い

ます。 

続きましてこの丸の内ロータリークラブでは、年度目標

として、「ポストコロナ時代に向けて、新たな親睦・交

流・奉仕の活動を始めよう」と定めさせていただきまし

た。先程のあいさつで申し上げましたようにコロナ感染

で、思いもよらないパンデミックに襲われまして、約1

年半苦しい時代が続いています。ちょうど成田年度が重

なってしまいましたが、私の年度でもこの状況がどう変

わるのかなかなか見通せない状況です。しかし、ワクチ

ンも進んで、おそらくパンデミックが終わらないという

ことはないので、期待を込めてポストコロナの時代は始

まっていくと思います。そういう中で世界を見渡し、コ

ロナの問題だけではなく、2760地区の方針にもありまし

た環境問題、それから世界中で起きている貧困の問題、

差別や紛争の問題、非常に困難な課題がいくつも出てき

ておりますので、そういったことをロータリアンとして

意識しながらより一層の奉仕活動、親睦活動、交流を深

めていけたらという風に考えております。ニューノーマ

ルということばがありますけれど、先程、やっぱり人間

は飯を食って酒を飲んで、ワイワイするのが絶対に必要

だという話をしましたが、そういう気持ちもある中で、

あたらしいICTがある時代にパンデミックを経験して得

たものを取り入れながら、親睦交流の仕方を視野に入れ

ていく必要があるのではないかと思います。明るく楽し

く、親睦と交流を深めようということ、それからニュー

ノーマルに対応した例会、親睦活動にチャレンジしよ

う、SDGsを意識した奉仕活動に取り組もうという3つを

掲げさせていただきました。 

まず1番目の、「明るく楽しく親睦活動をしていこう」

これは、基本はやはり、みんなで話して親睦を深めると

いうことです。8月に松尾さんが努力頂いたねぶたの会

が中止になってしまい非常に残念ですけれど、コロナ禍

の状況次第ではありますが、落ち着いていけば対面での

懇親会、親睦グルメの会とか企画していただいて開催し

ていければいいのかなあと思っています。 

2番目の「ニューノーマルに対応した例会、親睦会につ

いて」ですが、ロータリーの活動は、基本としては対面

の形がいいと思います。一方2760地区の中でも、会長



エレクトの研修会で知ったんですが、Eロータリーと言

って、オンラインだけで活動しているクラブもありまし

た。三河の方では若い方々が「ハイブリッド方式」とい

う、例会に出れる方は出て、出られない方はオンライン

で参加するということを始められているところが出てき

ています。ですので当クラブでも試行的に、私の年度で

1回から2回程度ハイブリッド型の例会というのをやっ

てみようと思っています。実際に忙しくてなかなか例会

に参加できないという方もいらっしゃると思うので、そ

ういうトライアルもして、それを本格的に運用するとい

うところまでは考えていないですけれど。やってみても

いいかなと思っています。 

それから3番目の「SDGs」について。持続可能な開発目

標の略で、国連の193か国が目標として、2030年までに

より良い世界を目指すための具体的な17の目標と、196

のターゲットが定められています。17の目標について

は、例えば貧困をなくそうだとか、飢餓をゼロにしよう

だとか、安全な水とトイレを世界中にいきわたらせよう

だとか、あとエネルギー問題です。カーボンゼロという

のが2760地区の目標にありましたが、気候変動を食い

止めるためにカーボンゼロという参加しやすい取り組み

です。 

平和と公正の問題。香港だとか民主主義が脅かされてい

ますが、そういったことをどう考えるかということと

か、17の課題を掲げていますが、これらの目標はロータ

リアンとしての親睦奉仕活動の指針になるのではないか

と思いまして、これを意識しながら活動したいと思って

います。 

気候変動の問題で言いますと、本からの引用ですが、二

酸化炭素はこの数十年の間に爆発的に増えていて、これ

では地球が持たないというのが、このグラフからもわか

ると思います。次のスライドでいうと、これは結構衝撃

的なんですが 二酸化炭素を誰が出しているかという

と、世界の所得階層でいうと、富裕層に当たる10％の人

が二酸化炭素の排出量の半分を出しているという事実が

あります。気候変更で被害を受けたりダメージを受ける

のは貧困層の人たちになるんですが、実際は二酸化炭素

を出しているのは、プライベートジェットで飛び回って

移動している人たちが出しているというようなことが実

態です。この中でも我々がやれることをやって行けたら

なあと思っています。最後に、このコロナ禍における話

題提供できるということで、お話させていただきます。 

繰り返すパンデミックの嵐を、人類は何度も乗り越えて

きました。歴史上で見るとわれわれ日本人も何度もパン

デミックが起きているわけが、それを乗り越えてきてい

るというのです。コロナはウィルスですが、コレラはコ

レラ菌、細菌による病気で、激しい下痢と脱水症をおこ

します。今は抗生物質とか点滴がありますので致死率は

非常に下がっていますが、幕末から明治にかけて繰り返

し感染のパンデミックが起きました。安政時代、幕末の

安政のコレラで、江戸だけで10万人亡くなったと言わ

れていますが、これが当時の鎖国から開国を迫る外国人

が入ってきたことで、流行ったという風に言われていま

す。尊王攘夷のひとつの機運になったと言われていま

す。風刺画でコレラは三日ころり、かかって三日で死ぬ

と言われていて、コレラに関しては、虎とタヌキと狐が

まざりあった化け物として大変怖く描かれた絵が残って

います。それから、ブラジルとかインドで、我々も目に

しましたが、火葬が間に合わないので、山積みの棺桶が

いっぱいあるという絵も残っています。これはつい最

近、世界で起きていることと同じです。 

続いてスペイン風邪というのは何波にわたって世界中で

起こりました。これは何だったのかわからないのです

が、アラスカでスペイン風邪で亡くなった方が埋葬され

ていたのですけれど、その方を調べたらインフルエンザ

ウィルスだったということがわかりました。当時も今、

我々がやっているのと同じように、マスクをつける、手

洗いをする、飛沫を避ける、を予防策として実践してい

ました。アメリカの写真ですが、伝染病棟はテラスのよ

うな換気の良いところに作られています。これはシアト

ルだったか、当時マスクがない乗客が電車に乗ろうとし

たら車掌が拒否しているという写真が残っています。こ

れも今と似ています。この写真はニューヨークのナイト

クラブの情景ですが、1920年にスペイン風邪が収まった

ときに、世界中で朝まで乱痴気騒ぎになり、チャールス

トンダンスというのを踊っている様子です。 

世界中でそういうことになったと言うことで、私の年度

の後半ではこういうことができればいいかなと思ってい

ます。開けない夜はありません。みなさんと一緒に乗り

越えて行けたらなあと思っています。 

以上です。どうもありがとうございました。 

 

第１回 理事会議事録 

令和３年７月１日（木）12：00～ 

名古屋クレストンホテル 例会場 

出席者  亀井、岩田、武山、成田、今村、長谷川、 

     髙橋、森田、田島、磯部、松尾、加藤 

議題 

１．例会内容の件 7/15 8/5会員卓話      承認 

１．地区協議会登録料一部返金の件 

   ニコBOXに振り替える（109,000円）   承認 

１. 誕生日祝い品の件  

   花を自宅または事業所宛てに贈      承認 

１．例会食事卓にアクリル板設置（1枚220円）  承認 

   第 1 回アッセンブリ議事録 

令和３年７月５日（木）13：40～ 

名古屋クレストンホテル ９階 

出席者  亀井、岩田、武山、成田、今村、長谷川、 

髙橋、森田、田島、磯部、立石、矢野、木村、 

古川、藤田、松尾、加藤 

議題 １．委員会事業計画及び予算 

 

 

 

 

今後の例会予定 

７月１５日（木）会員卓話 恵利有司さん 

７月２２日（木）休会（定款第８条第 1 節-c） 

７月２９日（木）休会（定款第８条第 1 節-c） 

８月５日（木）会員卓話 名鉄グランドホテル※ 


