昨年 11 月６・7 日の地区大会を成功裡に終了されまし
た。
それに続けとばかり、私達名北ＲＣも昨年４月より実行
委員会を発足させ「コロナ禍の生き方」のテーマの元、
愛知医科大学感染症科 三鴨廣繁教授を基調講演の
講師に招き、「東名古屋分区 I.M」を本来でしたら今月
９日に開催させていただく予定でしたが、昨年末よりオ
ミクロン変異株が猛威を振るい始め誠に残念ながら中
止との決断を致しました。この場をお借りして皆様にお
詫び申し上げるとともにご理解を賜りますようお願い申
し上げます。
さて、今月は「水と衛生月間」ですが２０１８年国土交
通省の調査によると水道水を安全に利用＝飲める国は
世界で９か国・２都市のみだそうです。世界には約２００
を超える国が有りますが、アジアでは日本だけ、ヨーロ
ッパは７か国１都市・アイスランド・アイルランド・ノルウェ
ー・フィンランド・オーストリア・ドイツ・スロベニア・ストック
ホルム（スウェーデン）、オセアニアではニュージーラン
ド・キャンベラ（オーストラリア）で後の国・地域では注意
して飲める国・スペイン・イギリス・モロッコ・ナミビア・コス
タリカ・UAE などが有り南米地域には安全・注意ともに
利用できる国は有りませんでした。
「水と衛生」から話は変わりますが、先月は「平和構築
と紛争予防月間」でした。周知のとおりロシアのウクライ
ナ侵略により２月２５日「ウクライナ情勢に関する国際ロ
ータリーからの声明」ウクライナと世界の人々にとって、
痛ましく悲惨な状況となっています～国際ロータリーは、
救援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に平和をも
たらすために全力を尽くします（一部抜粋）が出されま
した。
その後の情勢は皆様の周知のとおりです。「日本人は
水と平和はただで手に入ると思っている・・」との揶揄を
聴きますが、コロナ禍のない日常、安全な水道水、そし
て何よりも大切な「平和」。私たちが「あたりまえ」と思っ
ていたことが「あたりまえ」では無くなってきている現在
ですが、一ロータリアンとして「あたりまえ」の世を取り戻
すために出来ることから少しずつでも行動していきたい
と思います。

第 397 回 例会
2021-2022 年度 ６RC 合同例会
2022 年 3 月 23 日 13:00～
■点
■司

鐘
会

■斉

唱

中田 典子 名古屋守山 RC 会長
司会 柴田 貞治 （名古屋守山 RC
会場運営副委員長）
『君が代』 田畑 和紀（ソング委員長）
（敬称略）

会長挨拶 名古屋北 RC 会長 坂 英臣
皆さんこんにちは。本日は年に一度の 6RC 合同例会
となります。本日ホストを務めていただきます中田会長
を始めとする名古屋守山 RC の皆様には心から感謝申
し上げます。
さて、本年度の名古屋北 RC のクラブテーマは「つな
げよう！奉仕の心に！～ロータリーを知りロータリーを
考える機会にしよう～」と掲げております。コロナ禍にお
いて一旦立ち止まり、これまでの棚卸しをする中で、ゼ
ロベースで一度考えてみようとスタートしました。止めた
事業もありますし新たに始めた事業もあります。
新たな取り組みとしては、名古屋インターナショナル
RAC が設立され私ども名古屋北 RC が提唱することと
なりました。13 か国、20 名の会員で構成されています。
日本のローターアクトというのはどちらかと言うと少し控
えめに感じますが、海外の方はしっかり自己主張もされ
る印象でこれまでのローターアクトに新風を吹き込んで
もらえるのではないかと感じています。
またこのコロナ禍において、名古屋市立大学医学部
附属東部医療センター、西部医療センターへの感謝状
及び寄付金贈呈なども始めております。まだまだ落ち
着かない日々が続いておりますが、引き続き各クラブの
皆様方のご支援ご鞭撻をお願いしまして私の挨拶とい
たします。本日はありがとうございます。

会長挨拶 名古屋名北 RC 会長 香田 研二
先ずは本日６ロータリー合同例会が無時開催されまし
たことを心よりお慶び申し上げます。
一応万延防止重点措置も解除となりましたが、まだま
だ猛威を振るっているコロナ禍の中ホストクラブの守山
ロータリークラブ中田会長を始め会員皆様のご尽力に
御礼申し上げます。
思えば、私達名北ＲＣの親子クラブである錦 RC さんが

会長挨拶 名古屋錦 RC 会長 𠮷田 滋代
本日はこのような大変な中、６ロータリー合同例会を開
催いただきました名古屋守山ロータリークラブ様、本当
に有難うございます。先の見えない状況を鑑みながら
決定していくことは本当に大変で、各クラブの会長、幹
事様は皆さんご苦労されておられることと思います。そ
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んな中、昨年１１月の地区大会は、奇跡的にも開催す
ることが出来、皆様のお陰と感謝申し上げます。当初、
この様な時に、登録していただけるか、とても心配して
おりましたが、この６ロータリークラブの皆様から、たくさ
んのご登録を頂き、本当に助けていただきました。ま
た、ご来賓にお持ち帰りいただく記念品も、名古屋北ロ
ータリークラブ会長の坂様が直々にご用意くださり、し
かも大変お値打ちにしていただきました。費用的にも、
また精神的にも支えていただいて、本当に有難うござ
いました。仲間というと、おこがましいですが、この６ロー
タリークラブのお仲間の大切さをあらためて感じました。
中山実行委員長がくれぐれもお礼を申してね、とのこと
で、この場をお借りして、心より厚くお礼申し上げます。
名古屋錦ロータリークラブでは、今年度初めて、グロ
ーバル補助金を使って「Ｗater for Life プロジェクト」の
国際奉仕を、サンフェルナンド・ラ・ユニオンＲＣをパー
トナークラブとして参加することになりました。これはフィ
リピン・ルソン島の１６の小学校に「浄水ステーション」を
設置するという事業で「水と衛生」ならびに「環境保全」
に貢献するものです。２、３年に跨る事業となりますが、
いろいろな方の助けを頂きながら、会員一同頑張って
いきたいと思っております。どうか今後とも名古屋錦ロ
ータリークラブを仲間として支えていただけますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。

は名古屋北ＲＣの子クラブとして誕生いたしました。そし
て次年度 10 周年を迎えます。北 RC の皆様には日頃
よりお世話になり感謝申し上げます。引き続きご指導ご
鞭撻の程よろしくお願いいたします。本年度の名古屋
アイリスロ RC のテーマは「ロータリーの輪を広げ共に奉
仕しよう 心に豊かさを」です。社会奉仕事業として名
古屋大学病院小児がん病棟での活動を継続しておりま
す。コロナ禍以前には病棟にプラネタリウムを設営しま
した。入院しているお子様やそのご家族の方に癒しの
時間をもってもらいたい。楽しくワクワクすること見ること
はその一日でも、そのあとも星空、宇宙のことを思い出
してもらうことできます。その設営のお手伝いをしてくだ
さいました「星つむぎの村」の方に来月卓話に来ていた
だき新会員や事業に直接参加できなかった会員にスク
リーンを使いお話をいただく予定です。よろしければ皆
様も例会にご参加ください。これからも皆様とともに奉
仕と親睦に励みロータリーの友情を深めてまいりますの
でどうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうご
ざいました。

会長挨拶 名古屋守山 RC 会長 中田 典子
皆様こんにちは、本日の６RC 合同例会のホストを務め
させていただきます、名古屋守山 RC 会長の中田典子
です。
本日は、岡部元ガバナー、東名古屋分区梶川ガバナ
ー補佐、加藤分区幹事、名古屋北 RC 坂会長、名古屋
名北ＲＣ香田会長、名古屋錦 RC𠮷田会長、名古屋葵
RC 野村会長、名古屋アイリス RC 菊地会長を始め、多
数の会員の皆様のご出席を賜り誠に有難うございます。
当初は夜間例会を予定しておりました所、コロナ渦で
残念ながら昼例会になってしまいましたが、無事開催
出来たことを嬉しく思います。
本年度当クラブは「楽しい例会」なるテーマの下、｢時
代の変化と要求に対応できるロータリーになろう｣と言う
目標に取り組んでおります、沓名ガバナーの行動方針
通り「個々のクラブの発展無くしては、ロータリークラブ
の発展は考えられません」、その為先ずは、ホームクラ
ブの会員同志が親睦を深め、お互いを理解し合い、楽
しい例会にする事が原点で、形式ばかりの例会でなく、
是非とも出席して楽しい時を過ごせる例会になる事に
務めております。
当クラブは社会奉仕活動として、毎年守山区の優良
警察官、優良消防署員の表彰を行って参りましたが、
本年度は誠に遺憾ながら、コロナ渦の為、未だ 実施
出来ていない状況です。
私にとって、コロナ渦でロータリー活動が十分に行え
ないジレンマの中の 一年になってしまいましたが、か
くの如き状況下で、地区補助金事業として、守山地区
ボランティア団体が主催する “親子ワンデイキャンプ”
が開催出来 ました事は大きな喜びです。若いお母さ
ん世代の協働により、ロータリーと なじみの少ない
方々にもロータリークラブの存在を知って頂く良い機会
になったと思います。
本日の合同例会は、6RC 合同例会 大海実行委員長
を中心に準備を進めて参りました、何かと至らぬ点があ
るかと思いますが、この点は、ロータリーの友情を持っ

会長挨拶 名古屋葵 RC 会長 野村 尚史
皆さんこんにちは。
本日は名古屋北・名古屋守山・名古屋名北・名古屋
錦・名古屋アイリス・名古屋葵の６ロータリークラブの合
同例会です。
本日設営をいただきました、名古屋守山ロータリーク
ラブの皆様、本当にありがとうございます。
世界情勢も混とんとしており、コロナの感染状況はま
だまだ予断を許さない状況ではありますが、蔓延防止
措置も解除され、リアルな場で懇親を深める機会を設
けることができたことは大変喜ばしいことだと思います。
私共のクラブも、久しぶりのリアルでの例会開催になり
ます。理事会・委員会はオンラインで開催しておりまし
たが、クラブのメンバーともリアルでは久しぶりの方もお
見えになります。ただ残念なのは、通常の６RC 合同例
会のようにお酒が入っての懇親の場が持てなかったこ
とです。年末には、来年こそ奉仕と懇親の機会が増え
ると期待しておりましたが、思うような活動ができており
ません。
残り任期も 3 か月あまりではありますが、感染状況が下
火になり、奉仕と懇親の機会が増えることを祈念してお
ります。本日は短い時間ですが、懇親を深めることがで
きればと思います。
よろしくお願いいたします。

会長挨拶 名古屋ｱｲﾘｽ RC 会長 菊地 富士子
こんにちは。名古屋アイリス RC 会長の菊地富士子です。
本日は６RC 合同例会が開催され、このように皆様とお
顔を合わせることが出来大変うれしく思います。６RC 合
同例会の設営をいただきました名古屋守山ロータリー
クラブの皆様には心より感謝申し上げます。アイリス RC
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てお許しください。今後とも各クラブの皆様の御支援、
ご鞭撻頂ければ幸いです。

ガバナー補佐挨拶
東名古屋分区ガバナー補佐 梶川 久雄
政府は、１７日、１８都道府県に適用中のまん延防止
等重点措置を２１日の期限で全面解除すると決定した。
まん延防止措置が全国のどの地域にも適用されていな
いのは１月８日以来、約二ヵ月半ぶりとなります。
以上の経過を踏まえ、本日の６ＲＣ合同例会開催とな
りました、東名古屋分区ガバナー補佐として一言挨拶
させていただきます。今年度のカーボンゼロ支援植樹
活動は、西名古屋分区と東名古屋分区合同で２/２７
（日）施工いたしました。来月２３（土）、２４（日）実施
WFF の広告協賛も皆様のご協力のおかげで目標達成
できました、誠にありがとうございました。
ＷＦＦの分区ブースでは、錦ＲＣが企画されている東
日本大震災被災地応援ブースを東名古屋分区として
出店いたします、皆様のご協力のほど宜しくお願い申
し上げます。
東名古屋分区とは、東ＲＣ・和合ＲＣ・名東ＲＣ・千種Ｒ
Ｃ・昭和ＲＣ・東山ＲＣ/６ＲＣと、北ＲＣ・守山ＲＣ・名北Ｒ
Ｃ・錦ＲＣ・葵ＲＣ・アイリスＲＣ/６ＲＣの計１２ＲＣで成立
しております。
今日の合同例会は、北ＲＣの系統の６ＲＣの合同例会
です、“６ＲＣの親睦と友情”を少しでも深めていただけ
れば幸いです。
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