
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」

　皆さんこんにちは、本年度の会
長を務めます関谷俊征です。一年
間どうぞよろしくお願い致します。
前年度の平野会長・湯澤幹事、お
疲れさまでした。私で第41代の
会長ということですから、クラブも
40年の歴史を重ねてきたという
ことで、その歴史の重さに身の引
き締まる思いです。
　私は2008年の入会ですから、
12年目のRC活動ということで活
動歴は長い方ではありません。経験ある方に色々教えていただ
きながら、その職責を全うするしかありません。反面、世の中が目
まぐるしく変わる昨今、知らぬが故に新しい発想が出来るとすれ
ば、もしお役に立つことがあるとすれば、そのあたりであると思
います。
何れにしましても一年間、皆さんのご協力を頂きながら務めてい
きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
年度の方針につきましては、この後の卓話でお時間を頂いてい
ますので、その時にお話をさせていただきます。入会してから半
分近くのメンバーが変わりました。改めて私のRCとの出会いに
ついて少しお話をさせていただきます。
　私の紹介者は、本多清治さん、二年前に入会された本多誠之
さんのお父上と、今は他クラブでご活躍の髙須洋志さんです。本
多さんはJCの大先輩ですが、特に愛知CCで色々お世話になり
ました。高須さんは熱田法人会でのご縁です。私は私なりに、さ
さやかな人生の計画で、40代は仕事を一生懸命やるべき時だ
から、RCの話をいただいた時は50歳になってからにしよう！と
決めていました。本当にありがたいお話ですが、45歳を過ぎた
頃から、いくつかのクラブからお誘いをいただきました。特に熱
心にお話をいただいたのが高須さんで、思わず「50歳になったら
瑞穂RCに入ります」と手形を切るような羽目になってしまいま
した。この時、小さな勘違いから大きな問題が起こりました。
　私は「50歳になったら瑞穂RCに入ります」とお話ししたので
すが、聞かれた高須さんは「50歳になったら」という大事な部分
を削除されて「瑞穂RCに入ります」という言葉だけが独り歩きし
てしまいました。天野さんと稲葉さんが会社にお見えになり入会
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の話をされました。たまたまお二人はJCの先輩であり、昔から面
識をいただいておりましたので、単なるお誘いと軽い気持ちでお
会いしましたが、今思えばそれが手続き上の企業訪問だった訳
です。「理事会承認が終わったよ」と高須さんから連絡をいただ
いた時のショックは、今でも記憶に新しい所です。あの頃は社長
を交代する時で、入会の選択は無理でした。ただひたすらお許し
をいただきましたが、その時に「理事会承認後に辞退する面倒な
奴はいらない！」との話もあったそうですが、当然と言えば当然で
す。
　その後、50歳になりお世話になる時に、他クラブの一つから
強烈なお誘いがあり困っていた時に、本多さんに相談しました。
本多さんは一言「何とかする」と言われ、ここで泉さんに登場して
いただく訳ですが、ご尽力いただき、すべての方にご理解を頂き
入会することができ、今日を迎えているという事です。これもすべ
てご縁の賜物であると思います。
　このご縁を大切に出来ないようでは、私は人としてあまりにも
愚かです。その意味においても頑張ってやっていきたいと思いま
す。一年間よろしくお願いいたします。

　平野直前会長より関谷新会長へ、湯澤直前幹事より鈴木新
幹事へのバッジの伝達が行われました。



新会員入会式

丸美総合管理株式会社
代表取締役

新見　光浩さん

職業分類：
不動産管理

宮商事株式会社
代表取締役

安井　友康さん

職業分類：
麺類製造販売業

株式会社杉山
取締役営業部長

杉山　裕一さん

職業分類：
自動車部品製造業

株式会社渡邊研創
代表取締役

渡邊　将之さん

職業分類：
建築業

　7月6日（土）6時30分から熱田公園グラウンドで練習を行い
ます。熱田宮宿会との練習試合の兼ねております。多くのご参加
をおまちしております。

委員会・同好会報告

野球同好会：花井芳太朗さん

　今年の総会は7月6日（土）～8日（月）、宮古島で行いました。
透明度も良く最高でした。また、今回の遠征で松波さん、北岡さ
ん、村瀬さんの3名の方がエンリッチドダイバーの認定を受けら
れました。

スキューバ・ダイビングクラブ

　新入会員の方々、歓迎いたします。とても楽しいクラブで
すので、名古屋瑞穂RCでのロータリーライフを楽しんでくだ
さい。
　新年度ですので新入会員の皆さん、関谷会長はじめ執行
部の皆さん、本日ご参集の皆さんのご健勝、また名古屋瑞穂
RCの発展を祈念して杯をあけたいと思います。乾杯!

年度始め乾杯挨拶 平野好道直前会長

ニコボックス 北岡寿人ニコボックス委員長

一年間よろしくお願いします。
今年度は幹事として関谷会長を補佐します。皆様1年間御協
力お願いします。
関谷年度の会長所信表明を聞きにきました。これから一年ガ
ンバッテ下さい。我々も応援します。
関谷丸の船出です。フェアーウェイキープでお願いします。淑
久君がついてるから大丈夫？新入会員の4名の方よろしく。

亀井さん、先日は大変失礼しました。
7/2嫁の誕生日でした。
関谷会長、鈴木幹事、一年間ガンバッテ下さい。

先日、ゴルフ旅行の際に参加された皆様には大変お世話にな
りました。
"関谷・鈴木丸"の一年間の無事の航海を願っています。今年
度はSAAです。よろしくお願いします。
関谷会長、鈴木幹事、頑張って下さい。今年度も良い年になり
ますように!
関谷、鈴木淑久、堀丸の出航を祝して
関谷新会長、鈴木淑久新幹事を始め、新役員、新委員長の皆
様方の門出を祝うと共に、ご活躍をお祈り致します。一年間よ
ろしくお願い致します。
ゴルフ会別隊でペブルビーチでプレイしてきました。岩田修司
さん、森さん、堀さん、山口さん、鳥山さん、田中さん、村上さん
、ありがとう。
関谷会長の就任を祝して!大変なお役ですが成功を祈念しま
す。
新年度よろしくお願いします。関谷会長、鈴木幹事、一年間が
んばって下さい。

関谷　俊征さん

鈴木　淑久さん

泉　　憲一さん

内田　久利さん
中野　健二さん
今川　知也さん

湯澤　信雄さん

田中　　宏さん

稲葉　　徹さん

近藤　雄亮さん
鈴木　圓三さん

野﨑　洋二さん

松波　恒彦さん

天野　正明さん

大嶽　達郎さん　八木沢幹夫さん　長瀬憲八郎さん
梅村　昌孝さん　鳥山　政明さん　亀井　直人さん
渡辺喜代彦さん　安岡　克明さん　湯澤　勇生さん
花井芳太朗さん　萩原　孝則さん　村瀬　俊高さん
長坂　邦雄さん　岩田　修司さん　長谷川　隆さん
鶴田　　浩さん　村上　　学さん　伊藤　　豪さん

北岡　寿人さん
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会員70名　出席54名  （出席計算人数53名）

6月20日は補填により98.3％出席率　87.1％

出席報告 北岡寿人出席委員長



　次に今年度の伊藤靖助(いとう やすすけ)ガバナーの方針は、
「グローバルに考え地域社会とつながりロータリーを成長させよ
う」－ポスト平成のクラブをデザインしよう－です。
　私たちは大きな変化の時代にロータリー活動をしていて、少
子高齢化にともなう人口減少は未知の領域に入り、この変化の
時代に、ロータリークラブの持続可能性は、その中にどれほどの
多様性と柔軟性を包み込むことができるかに依存すると伊藤ガ
バナーは言われています。
　ロータリーを成長させる方法も、つながりにあり、つながりが
より大きくなれば地域社会へより大きなインパクトをもたらすこ
とができる。そのためには従来のロータリークラブの既成概念を
抜け出す多様性と柔軟性で、適応力を高めなければならないと
いうガバナーの考えです。
Apple社：
社会の変化に多様性と柔軟性で適応力を高める。→
世界で価値のある企業になった。
Kodak社：
革新的な技術はあったが、革新を止めて社会への柔軟性を失い
倒産した。
　10年後20年後のロータリークラブを考えると（この将来のク
ラブをポスト平成のクラブと言われています）知的多様性と革新
的柔軟性を取り入れる必要性があるという話をお聞きしました。
この知的多様性と革新的柔軟性がガバナー曰くキーワードとの
ことですが、私は今一つ理解が出来ておりませんので、今年は伊
藤豪さんがガバナー補佐としてご活躍をされ、補佐訪問もありま
すので、このあたりはガバナー補佐にお任せと言いますか、お願
いをしたいと思います。

　今年の会長方針は「50年に向けて新たな第一歩、会員相互の
理解を深めよう！」です。とても平凡で、ごく普通の方針でいかが
なものかとご意見を頂きそうでありますが、このあたりまえのこと
を実際にさりげなく実施することが何より大切と考えて方針にさ
せて頂きました。
(1)会員相互の親睦を深め、明るく楽しい活気あるクラブにする
　クラブでは奉仕活動を始め同好会活動まで、多くの活動を行
いますが、活動するのは我々会員です。議論は委員会から始まり
意思決定は理事会がルールですが、多くの考え方や意見がある
中で最終的にはひとつに決めなければならない時があります。こ
のクラブの決定は理論、歴史、経験、友情、色々な切り口で決まり
ますが、できればこの決定を１人でも多くのメンバーと共有すべ
きだと思います。
　そのためには会員相互の理解がないと難しい、そのためには
やはり親睦が原点であると思います。今が十分でないということ
ではありません。より深い会員相互の理解が、結果として明るく
楽しいクラブになると信じます。
(2)台北延平RC、国内友好クラブとの親睦と友好を深める
　例年通りの交流を継続したいと思います。40周年事業もある

　今年度の名古屋瑞穂RCの年
度計画・活動方針についてお話を
させて頂きます。その前に今年度
のRIのテーマとガバナー方針をお
伝えしたいと思います。
　今年のRI会長は、米国のアラバ
マ州の弁護士でマーク・ダニエ
ル・マローニ氏です。RIのテーマは
「ロータリーは世界をつなぐ」
（ROTARY CONNECTS THE 
WORLD）です。とても分かりやす
いテーマだと思いますが、ロータリーの礎は「つながり」であると
の考えです。
　若い弁護士としてシカゴにやって来たポール・ハリスがロータ
リーを創設した最大の理由、それは見知らぬ街でほかの人たち
と「つながる」ことであり、100年以上経った今、我々の周りには
ポール・ハリスの時代には想像もできなかったような友情とネッ
トワークを築くための方法が数多く存在している、他に類を見な
いRCの独特な「つながり」を大切に生かしていきたい、という考
え方です。もう少し噛み砕くと、私たちの支援を必要としている
人たちとのつながりを大切にしたい、ということでしょうか？

卓話

関谷俊征会長

＜活動指針＞４つの強調事項
(1)ロータリーを拡大する：
　 自分のクラブを強くする、活性化では弱い→力強い組織
(2)ロータリーファミリーを巻き込む：
 　ローターアクト、インターアクトをRCへ
(3)ロータリーのリーダーシップへの道：
　 忙しくてもRCのリーダーになれる。
　 障壁の多くは私たち自身が築いたもの。
(4)国連とのコラボレーション：
　 SDGs(持続可能な開発目標)2030までの目標17項目。
 RC６つの重点項目（平和、疫病、水-衛生、母子健康、教育、
地域社会の経済発展）住みにくい。

＜活動指針＞
(1)クラブ戦略委員会で例会と奉仕の在り方を見直す
　 規定審議会→柔軟性（例会の日時、奉仕活動を例会）
(2)会員増強と退会防止
 　 50歳未満を入れる
(3)ポリオ撲滅への貢献
　  募金活動を奉仕に取り入れ、地域社会とRCをつなげる
  　：WFF
(4)ロータリー賞への挑戦
(5)国際大会（ハワイ・ホノルル）への参加

関谷俊征会長
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幹事報告 鈴木淑久幹事

次週7月8日（月）16：30より、IAC例会を瑞陵高校4階社会
科室にて行います。出席予定者は花井芳太朗さん、本多誠之
さんです。
次週7月11日（木）11：00より、第4回I.M.実行委員会をヒル
トン名古屋4階「梅の間」にて行います。
次週7月11日（木）13：40より、第1回CA、第1回理事会をヒ
ルトン名古屋4階「梅の間」にて行います。
次週7月11日（木）18：00より、第1回クラブ奉仕協議会をヤ
キニク旭にて行います。
次週7月11日（木）19：00より、ローズコートホテルでRAC7
月第1例会を行います。出席予定者は村上学さん、鈴木健司
さんです。
次々週7月18日(木)12：30～第1回クラブフォーラムを東急
ホテル3階「錦の間」(持ち出し例会)にて行います。

内田　久利さん　佐治　寛行さん　渡辺喜代彦さん
岩田　𠮷廣さん　湯澤　信雄さん　鈴木　圓三さん

7月お誕生日おめでとう



例会のご案内

7月11日■今週の卓話
こんなに怖いハラスメント問題
特定社会保険労務士
田村喜彦さん

： 
：

テ ー マ
卓 話 者

7月18日■次週の行事
第 1回クラブフォーラム
決算・予算・委員会方針

7月25日■次々週行事
第 2回クラブフォーラム
委員会方針

ので、より深く交流ができればと思います。
(3)ポリオプラスプロジェクトおよびWFFへ協力する
　WFFは今年も例会にしました。この事業の収益金から人道的
支援として、ポリオ撲滅支援、教育支援をしています。支援の一
助になるよう参加したいと思います。
(4)長期ビジョン委員会を中心に例会と奉仕の在り方を考える
　ガバナーの指針にもありますが、規定審議会の決定が大きな
変化を呼んでいます。柔軟性ということで、例会の考え方、出席
規定など、今までのRCの考え方では、全く理解が難しい多くの
決定があります。その決定を受けて、規定変更を急ぐということ
ではなくて、我が瑞穂RCは、この先を見据えてどうすべきか？と
いう議論を始めるといいますか、常に議論をしておく必要がある
と思います。その受け皿を長期ビジョン委員会にお願いしたいと
思います。
(5)会員増強純増2名をめざす
　我々の仲間として是非一緒に活動したいという会員の方のご
紹介であれば、勿論、上限はありません。クラブの持続可能性と
言いますか、発展のためには新しい仲間を迎えることは大切だ
と思います。しかしながら無理をして増強という考えはありませ
ん。
(6)I.M.ホストクラブとしての役割を果たす
 今年は伊藤豪さんが西名古屋分区のガバナー補佐としてご活
躍をされます。I.M.を主催され、瑞穂がホストクラブということで
す。すでに実行委員会を立ち上げて準備を進めています。ホスト
としての役割を、メンバー全員で果たしたいと思います。
(7)40年の歴史に誇りを持ち、感謝と共に喜びを分かち合う記
念例会の開催
　40周年の記念例会の開催は決定しています。チャーターメン
バーと共に40周年を迎えることができるのは、とても幸せなこと
だと思います。先達の努力によって積み上げられた歴史ですが、
メンバー全員でその歴史に誇りを持ち、感謝と共に喜びを分か
ち合える例会にしたいと思います。
　以上、RIの会長方針、ガバナーの方針、そして私会長の今年
度の方針をお話しさせていただきました。繰り返しになりますが
みなさんご協力を改めてよろしくお願いします。ご静聴ありがと
うございました。

2020-21年度国際ロータリー会長にホルガー・クナーク氏が
選ばれる

国際ロータリｰニュース

　ホルガー・クナーク氏（ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブ
ルグ・メリン・ロータリークラブ会員）が2020-21年度国際ロー
タリー会長に選出されました。 
　会長指名委員会は、スシル・グプタ氏が健康上の理由で先月
会長ノミニーを辞任したことに伴い、再度会長ノミニーの選考を
行いました。対抗候補者の氏名が提出されない限り、クナーク氏
は5月31日に正式に会長ノミニーとなります。 
　クナーク氏は、会員基盤を強化するためにはロータリーが女
性会員数を増やし、ローターアクターのロータリークラブへの移
行に焦点を当てる必要があると話します。「優秀なローターアク
ターが大勢いるにも関わらず、ロータリークラブに入会するのは
ほんのわずかです」とクナーク氏。
　ロータリーの「世界を変える行動人」キャンペーンは、ロータリ
ーが公共認識を高める上での新しい可能性をもたらすとクナー
ク氏は話します。「それぞれの地域性や文化を尊重しつつ、ロー
タリーの国際的なイメージを伝えるのに最適なキャンペーンで
す」 

　1992年にロータリーに
入会したクナーク氏は、ロ
ータリーの財務長、理事、
モデレーター、各種委員会
の委員や委員長、規定審
議会代表議員、ゾーンコー
ディネーター、研修リーダ
ー地区ガバナーを歴任し
たほか、恒久基金／大口
寄付アドバイザー、2019
年ハンブルグ国際大会ホ
スト組織委員会の共同委
員長でもあります。不動産
業を営む「Knaack KG」の
CEOであり、125年続く家
族 事 業の「 K n a a c k 
Enterprises」のパートナー兼ゼネラルマネジャーを務めまし
た。 
　地域社会では、ラッツェブルク市市民財団の創設メンバーで、
Gut Grambekゴルフクラブの会長を務めた経験もあります。さ
らに、カール・アダム財団の会長で創設者です。 スザンヌ夫人と
ともに、ロータリー財団のメジャードナーで、遺贈友の会のメン
バーです。 
　2020-21国際ロータリー会長指名委員会は次の通り（敬称
略）：小沢一彦（横須賀ロータリークラブ、日本、神奈川県）、マノ
ジ D. デザイ（バローダメトロ・ロータリークラブ、インド、グジャ
ラート）、シェカール・メータ（カルカッタ・マハハガル・ロータリー
クラブ、インド、ウェストベンガル）、ジョン G. ソーン（ノースホバ
ート・ロータリークラブ、オーストラリア、タスマニア）、ギラー E. 
タマンガン（マカティウェスト・ロータリークラブ、フィリピン、マカ
ティシティ）、朴柱寅（パク・ジュイン）（順天ロータリークラブ、韓
国、全羅）、エリオ・チェリーニ（ミラノドゥオーモ・ロータリークラ
ブ、イタリア）、ギデオン M. パイパー（ラマトハシャロンロータリ
ークラブ（イスラエル）、パー・ホイエン（アールップ・ロータリーク
ラブ、デンマーク）、 ポール・ニフ（ウェスプ・ロータリークラブ、オ
ランダ）、サム・オクズエト（アクラ・ロータリークラブ、ガーナ）、ジ
ョゼ・ウラビシ・シルバ（レシフェ・ロータリークラブ、ブラジル）、ブ
ラッドフォード R. ハワード（オークランドアップタウン・ロータリ
ークラブ、米国カリフォルニア州）、マイケル D. マッカラ（トレント
ン・ロータリークラブ、米国ミシガン州）、カレン K. ウェンツ（メリ
ービル・ロータリークラブ、米国テネシー州） 、マイケル K. マクガ
バン（サウスポートランド・ケープエリザベス・ロータリークラブ、
米国メーン州）、 ジョン C. スマージ（ネイプルス・ロータリークラ
ブ、米国フロリダ州）

2020-21年度国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク氏


	1882-1k
	1882-2k
	1882-3k
	1882-4k

