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わが師の恩

おしえの庭にも はや幾年
思えばいととし この年月
いまこそ別れめ いざさらば

母子の健康月間（４月）
4 月 1 日（金）
例 ロータリーの森例会
会 12：30～ ロータリーの森
予
定

4 月 8 日（金）
第 10 回理事会 11：15～
祝福
卓話 加藤 宗生君

水と衛生月間（３月）
２０２２年３月２５日（金）２５０６回（３月第３例会）
先週の記録
会長挨拶
会長
成瀬 浩康君
3 月 12 日に RI 第 2760 地区東尾張分区の IM
（Intercity Meeting）が 2 年ぶりに Web で開催さ
れました。昨年は新型コロナウイルスの感染が広が
っていたため中止でしたが、今年はまん延防止等重
点措置期間中でありましたが何とか Web でしたが開
催されました。この 2 年ぐらいの間に入会された会
員の方は「IM って何？」なのではないでしょうか。
我々の RI 第 2760 地区には 8 つの分区があり、それ
ぞれにガバナー補佐がいます。IM は各分区のガバナ
ー補佐が主催でその出身クラブがホストを務める、
会員相互の親睦と知識を広めることが目的の会合で
す。通常ですと東尾張分区は 12 クラブのメンバー
が一堂に会し、その年のテーマに沿った内容で講演
やクラブの発表があり懇親会も行われます。ただ新
型コロナウイルスの出現からは、簡素化→中止→
Web と通常とは違った形になっています。簡素化さ
れる前の年は加藤久仁明ガバナー補佐の下、我々の
春日井 RC がホストを務めたので、ここ最近の IM が
通常通りに開催されていないことを寂しく思われて
いる方も多いのではないでしょうか。次年度は岩倉
RC の武藤英司君がガバナー補佐に選出されました。
岩倉 RC は 8 名しか会員がいませんが、皆さん仲の
良いとても団結力が強いクラブです。来年はコロナ
も治まり通常通り開催できることを切望しています。
さて、今回の IM で本来行われる予定であった「地
球を救うために地域の環境をよくしよう～カーボン
ゼロへの取り組み～」のフォーラムでは藤川誠二社
会奉仕・環境保全委員会委員長が、「感謝を込めて、
制服サステナ運動～サステナブルな活動で脱炭素と
地域貢献の両立へ～」という内容で発表する予定で

4 月 15 日（金）
例会 12：30～
卓話 長谷川久幸君

4 月 22 日（金）
例会 12：30～
卓話青山 博徳君

した。
簡単に説明すれば、一着の制服をリユースし、み
んなで長く使うことにより大量生産・大量消費の社
会を変えていくことになり、それが脱炭素と地域貢
献に繋がるという事です。春日井 RC としてはその
時にかかるクリーニング代などを負担し脱炭素や地
域貢献するという内容です。今回 IM で発表できな
かったので後日、全ての発表予定内容を冊子にて配
布されるという事ですので、他のクラブの取り組み
についてもご覧になってください。
またノーベル物理学賞を受賞されている天野浩名
古屋大学教授の記念講演では、新しい半導体の実用
化が進めば原発 4 基分の省エネ効果と CO²排出量一
千万トンの削減が期待できるというお話でしたが、
文系の私にはなかなか手強い講演内容でした。
幹事報告
大原 泰昭君
・３月３日（木） 中部大学春日丘高校にて、名
古屋空港 RC 名古屋城北 RC・春日丘 IAC と合同で桜
の木３本を植樹しました。
お詫びと訂正
２５０４号にてグローバル補助金のグローバル
補助金の使途は
● 平和と紛争予防／紛争解決
● 疾病予防と治療
● 水と衛生
● 母子の健康
● 基本的教育と識字率向上
● 経済と地域社会の発展
の 6 つの重点分野の内少なくとも 1 つの目標に合
致することが必要とお伝えしましたが２０２１年７
月より、環境が加わり７つの重点分野となっていま
す。
この場をお借りして、お詫びと訂正をさせていた
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 54 名
出席率 100.0%
出席 54 名
出席率 100.0%

ニコボックス報告
委員長 野間 峰彦君
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○ご協力ありがとうございます。
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了司君

ニコボックス委員会
ＩＭ開会のことば
瀬戸北 RC
IM 実行委員長 加藤 庄平君
皆さまこんにちは。本日のＩＭ実行委員長の加藤庄
平でございます。開会にあたりまして一言ごあいさ
つ申し上げます。
このインターシティミーティングは、近隣のＲＣ
の皆さまが一堂に会し、お互いに顔を会わせながら
懇親を深め、近況を語り合うのが本来ではございま
すが、未だ終息を見ないコロナ禍にあってこのよう
な形を取らせていただいております。さて、本日の
記念講演には名古屋大学特別教授の天野浩先生にお
話をいただきます。先生をお招きするにあたりまし
ては、周囲からは「とても無理だろう」との声もご
ざいましたが、人類の喫緊の課題であります「脱炭
素」をお訴えしてお願いいたしましたところ、快く
お受けをいただきました。まことにありがたく、心
より嬉しく思っております。先生はご承知のように、
半導体工学をご専門に研究され、高輝度で省電力の
白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明で
２０１４年、ノーベル物理学賞を受賞されておりま
す。私の尊敬する先輩の常滑工場をノーベル賞受賞
直前にサファイアの事で訪問されたという事もお聞
きし親しみも頂いております。また、コロナの影響
などによる世界的な半導体不足も製造業に深刻な影
響を与えております。その意味からも天野先生のご
講演を拝聴できます事は、まさにタイムリーな企画
となったものと思います。
最後になりましたが、ご臨席いただきました伊藤
保德瀬戸市長、沓名俊裕国際ロータリー第２７６０
地区ガバナーはじめ東尾張分区１２ＲＣの皆さまに
厚く御礼申し上げまして、開会のご挨拶といたしま
す。ありがとうございました。
IM 歓迎のことば
瀬戸北 RC
会長 大橋 孝志君
ＲＩ第 2760 地区東尾張分区の皆様、今日は。
本年度瀬戸北ロータリークラブ会長の大橋孝志と
申します。瀬戸北 RC を代表して、歓迎と御礼のご
挨拶を一言述べさせて頂きます。
瀬戸北 RC は、本年度ガバナー補佐梅村邦雄君を輩
出し、一昨年 10 月より IM 実行委員会を設置し、加
藤庄平実行委員長のもとでメンバー一丸となって主
管クラブとしてＲＩ第 2760 地区東尾張分区インタ
ーシティミーティング（IM）に取り組んでまいりま
した。しかし、一昨年より発症した新型コロナウィ
ルスまた変異株の出現により、IM を開催することが
困難な状況となりました。しかし 2 年連続での IM
開催中止をさけ、また今後のデジタル社会における

IM の在り方を模索しつつ、ウェビナー方式による開
催を決定し、ＲI 第 2760 地区 2021-22 年度沓名ガバ
ナーが提言された「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 ～
もと、「地球を救うために地域の環境をよくしよう
～カーボンゼロへの取り組み～」をテーマに取り組
んでまいりました。
本日、瀬戸市長伊藤保德様・ＲI 第 2760 地区ガバ
ナー沓名俊裕様にご出席を賜り、そして東尾張分区
12RC の皆様に多大なご理解とご協力のもとに、ＲＩ
第 2760 地区東尾張分区 IM が開催できたことは誠に
喜ばしいことと存じます。
ウェビナー方式のＩＭということで皆様には大変
ご不便をおかけいたしますが、ロータリーの友情を
もってお許しいただければと存じます。
そして、皆様のご協力のもと開催できたことを心
より感謝申し上げ、歓迎の挨拶とさせていただきま
す。
ガバナー補佐挨拶
東尾張分区
ガバナー補佐 梅村 邦雄君
こんにちは、東尾張分区瀬戸北の梅村です。よろ
しくお願いいたします。
この IM は国際ロータリー第２７６０地区の今年度
沓名ガバナーが「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掲げられ、
人類の危機を救うロータリーになろうを提唱されま
した。私たち東尾張分区は「地球を救うために地域
の環境をよくしよう」カーボンゼロへの取り組みを
テーマに取り組んでまいりました。分区の１２ロー
タリークラブ様には IM テーマのご検討を頂き、資
料を作成されたご努力に感謝申し上げます。本来な
ら会場の演壇でご発表頂くところ、コロナ禍で後日
冊子での掲載に代えさせていただきますことをお許
しください。
まずはこの状況の中、伊藤保德瀬戸市長にご挨拶
を賜わり感謝申し上げます。ありがとうございまし
た。そして沓名俊裕ガバナーにご出席とともに、ご
挨拶を頂き御礼を申し上げます。本日は東尾張分区
のインターシティミーティング、IM を初めてのウェ
ビナー方式で開催することになりました。この方式
導入に本会の加藤昇男式典部会長や株式会社ゴイス
の森田様には大変力になっていただき感謝申し上げ
ます。この配信方式は分区の皆様には不慣れでご不
便をおかけし、とても満足いただけることではない
かもしれませんが、その困難を乗り越えこの IM に
ご参加いただけます１２RC の会員各位に親愛なる感
謝を込めてお礼を申し上げますとともにコロナ禍の
折、お許しを頂きたく存じます。そしてまた、武藤
栄司次期東尾張分区ガバナー補佐、次期ホストクラ
ブの深見岩倉ロータリークラブ会長には瀬戸までお
こし頂き有難うございました。
この後すぐに天野先生の記念講演、次期ガバナー
補佐紹介へと長いようで短い時間が続きます。皆様、
最後の最後までよろしくお願いいたします。
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中日新聞記事（3 月 14 日掲載）

東尾張分区

ガバナー補佐挨拶

梅村 邦雄君

ポイ捨てふん害防止啓発活動（3 月 13 日）

春日井警察署への表彰（3 月 11 日）

春日井ロータリー旗スポーツ少年団サッカー大会
（3 月 12 日）

【洋食ランチ形式】
サラダ
(クリエ、人参ラペ、トマト、レーズン）
コーンポタージュスープ
★錦爽鶏の蕗味噌焼き
（山菜ベニエ添え）
ご飯
デザート
コーヒー

