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会長挨拶
成瀬 浩康君
本日は歴史と伝統のあるこの春日井ロータリーク
ラブの 2500 回目の記念すべき例会です。その例会に
会長として立ち会えるのは本当に光栄です。本来で
あれば例会後に祝賀会を行う予定でありましたが、
新型コロナウイルス・オミクロン株の感染爆発で断
念せざるを得ませんでした。祝賀会につきましては
感染が収まりましたら、改めて行いたいと思います。
春日井ロータリークラブ設立から 53 年、2500 回の
例会とひとことで言いましてもあまりにも長く、
色々なことがあったと思います。この間、数多くの
奉仕活動や親睦活動を行って来たでしょう。例会に
はおそらく延べ１0 万人以上が出席していて、2000
人以上の方の卓話を聞いた事でしょう。
諸先輩方がコツコツと積み上げてきた 1 回 1 回の例
会こそが、今日の春日井ロータリークラブ歴史と
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卓話 春日井警察署長 鈴木田幸治様

伝統に繋がっています。そしてまた私たちも 1 回、
また一回と例会を積み重ね、次の時代に繋いでいか
なければなりません。
調べましたら私が入会してからの例会数は約 11 年
でわずか 465 回でした。あと 500 回の 3000 回の例会
までは、現在は年間 36 回前後ですので 14 年近くか
かってしまう計算になります。後 14 年、その例会に
私が参加できるかは全く自信がありませんが、出席
する 1 回 1 回の例会を自己研鑽の場として活用した
いと思います。
早川八郎さんは 53 年間会員であり続けられている
チャーターメンバーです。
本当に、唯々スゴいとしか申し上げれません。本日
は残念ながらご欠席ですが、またの機会に 53 年・2500
回の歴史を振り返ったお話を聞かせて頂きたいと思
います。
また、本日は我がクラブを代表して東尾張分区のガ
バナー補佐をお勤めになられた清水 勲パストガバ
ナー補佐と加藤久仁明パストガバナー補佐のお二方
に卓話をお願いしてあります。春日井ロータリーク
ラブの歴史や今後のクラブの進む方向性など、きっ
と有意義なお話が伺えると思いますので、次の 3000
回に向けて参考にしたいと思います。
最後になりますがこのような感染状況ですので、本
日はまたスクール形式の例会に戻させて頂きました。
状況が好転いたしましたら円卓に戻させて頂きます。
それまではご辛抱いただき、くれぐれも感染防止に
留意されます事をお願いして会長挨拶とさせていた
だきます。
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幹事報告
大原 泰昭君
・セブロータリーへの義捐金報告 5,000＄送金
・第 3 回クラブ協議会は集会時間が長くなるため
中止とさせていただきます。
出席報告
会員 54 名
先々週の修正出席

委員長 廣瀬 清司君
出席 36 名
出席率 66.6%
出席 53 名
出席率 100.0%

ニコボックス報告
委員長
〇2500 回に立ち会える喜びで‼
〇祝 2500 回‼
〇皆で勝川プラザホテルを支えまし
ょう。
〇2500 回例会を祝して❕
〇清水さん 久仁明さん
お話し楽しみにしています。
〇卓話します。
〇2500 回例会おめでとうございます。
会食ができなくて残念。
〇第 2500 回例会を祝して。
〇2500 回お目出とう‼
〇卓話をさせて頂きます。
「昔の思い出」
〇2500 回おめでとうございます。美味
しいお酒が改めて飲みたいです‼
〇おめでとうございます。
〇2500 回おめでとうございます。
〇コロナでオンライン参加となり誠
に申し訳ございません。収束しまし
たらリアル参加させて頂きます。
〇2500 回と卓話をよろこんで！
〇2500 回例会を祝して❕
〇祝賀例会に…
少々微妙ではありますが…
〇両パストガバナー補佐の卓話を
楽しみにしています。
〇第 2500 回例会を誇りに思います。
〇第 2500 例会おめでとうございます。
梅村
守君
小川 茂徳君
加藤 昭博君
加藤 宗生君
社本 太郎君
宅間 秀順君
中川
健君
長谷川智幸君
三上
努君
水谷 高広君
○ご協力ありがとうございます。
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ニコボックス委員会
卓話

2007-2008 年度ガバナー補佐

清水

勲君

ガバナー補佐の頃の思い出やエピソードについて
お話を頂きました。

卓話 2018-2019 年度ガバナー補佐 加藤久仁明君
ここ数年新しいメンバーが入会されましたので、
ロータリアンとして覚えて於かなければいけない基
本の 3 つの事をお話しします。
①ロータリークラブは 1905 年アメリカシカゴでポ
ール・ハリス弁護士と 4 人の友人で産声を上げ、1
業種 1 人が原則で、世界に瞬く間に広まったクラブ
で 1929 年の世界大恐慌の前には、RC メンバーは銀行
から無担保で、融資を受ける事が出来る信用のある
地位まで登っていました。現在、世界で 120 万人の
仲間がいます。
（LC は、1917 年 RC メンバーの一部が
別れてシカゴで設立）
②RC の概念は自分の仕事を高める職業奉仕から始
まり、クラブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉
仕の 5 大奉仕を広める事を、目的とし「I sarve:私
は奉仕する」が基本でクラブとは「奉仕する会員個
人の集まり」で有るのが基本の考えである。（LC は、
「Ｗｅ sarve:我々は奉仕する」クラブ全体で奉仕す
るのが基本概念）
③RC の日本上陸は 1920 年で、米山梅吉氏（1952
年米山氏の功績を称え米山奨学会が設立）が中心と
なり東京 RC が設立、国際 RC から 855 番目に認証を
受ける。
2018～2019 年尾張東分区のガバナー補佐を務めさ
せて頂きましたので、第 2760 地区に付いての話をい
たします。RC 第 2760 地区は、愛知県だけの地区協議
会で会員数クラブ数は日本全国 1 番多い地区です。
第 2630 地区は岐阜県三重県 2 県で一つの協議会です。
地区のトップはガバナーで、次のガバナーは夫婦で
1 月にアメリカに行き次年度のＲI 会長の講義を受け
次年度の RI 方針を伝えに帰ってきます。第 2760 地
区には 8 つの分区が有りガバナー補佐が 8 人います。
ガバナー補佐はガバナー方針を分区のクラブに伝え
ます。地区には各委員会が有りガバナー方針を実行
し、各クラブの委員会に事業の内容結果を伝えたり、
方向を修正する役割をしています。今の RI は過去の
ロータリーが出来た当時の職業奉仕中心の考え方か
ら、国際奉仕に変わり、日本の考えは職業奉仕を主
として活動して来たので理解出来ず戸惑っているメ
ンバー、クラブが多いと思います。
ガバナー補佐として東尾張分区 12 クラブを公式訪
問しましたが、伝統のあるクラブは、長期に渡る継
続奉仕事業を多く抱え止める事が出来ない悩みを持
っています。当クラブは、ある時期長年行っていた
継続奉仕事業を止め、数年奉仕事業を行わなかった
時期が有りました。現在は奉仕事業を数多く行って
いますが、一度で終わる単発的な事業です。これも
毎年の会長幹事のやりたい事業が出来るのでクラブ
の重荷になる事がなく良いのですが、そろそろ春日
井 RC クラブと言えば、「地域に、国際的に誇れる継
続奉仕事業を行っているクラブ」で在るとの事業を
考えて下さい。初めは、ロータリー財団の地区補助
金やグローバル補助金を使う事業を考えて下さい。
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会場風景

今週のメニュー
弁当形式（会場内で食べる形です）
※お持ち帰り不可です。
パテドカンパーニュ キッシュ 鶏リエット
牛タンサラダ 人参ラペ
ビーフプレート 白胡麻ソース
鱈の葱焼き
ご飯 牡蠣の時雨煮 漬物
蕪のポタージュスープ

