
 

 

       6 月はロータリー親睦活動月間です！ 

【梅村会長】愛知県の緊急事態宣言発令は５月１２日に発令され、感染拡大を阻止するために６月２０日まで

延長されました。岡崎東ロータリークラブは、例会を取消しとして感染防止を進めています。警戒宣言発令直

後の５月１３日には例会を開催し、会員諸氏のご理解をいただき宣言解除までの休会をお知らせいたしました。 

 クラブの運営上、６月３日には最後の理事会を開催させていただきました。しばらく例会をお休みさせていた

だいておりますので、今回休会あずまを発行することといたしました。内容は、６月理事会の報告、地区ガバナ

ーから要請のあった新型コロナに関するインド支援協力の経緯、また子ども食堂連絡協議会への助成金の贈呈に

ついてお知らせをしたいと思います。 

 ワクチン接種が加速していますが、まだまだ予断を許さない状況です。会員の皆様には、より一層の感染対策

をして、万全を期していただきたいと思います。緊急事態宣言解除後の６月２４日の最終例会には、皆様の元気

な姿を拝見したいと思います。どうぞご自愛ください。 

令和３年５月１７日（月）ガバナー事務所より、『新型コロナウイルスに苦しむインドへの支援協力』のメー

ルがありました。ＲＩ会長からの協力依頼であり、岡部地区ガバナーと地区国際奉仕委員長連名での依頼であ

りました。 

 インドでは新型コロナウイルス感染患者が爆発的に急増しており、医療提供体制が追い付かない状況となっ

ています。パンデミック開始以降、インドでは感染者数が約 3,000万人、死者が 35万人に達しています。 

※1 世界で報告される１日の死者の約４人に１人の割合を占めています。報道映像には、公園や空き地、自宅

の庭で荼毘に付す様子が映し出されていました。積極的な感染対策により６月９日現在、インドでの感染者数

は減少傾向にあり、平均で１日１２万人の新規感染者が報告されていますが、これでも緊急事態に変わりあり

ません。※２ この数字は、１日平均人数のピークだった５月９日の３０％になります。この窮状に手を差し

伸べるために、ボルガ―クナーク国際ロータリー会長とＫ.Ｒ.ラビンドラン ロータリー財団管理委員長は、地

区ガバナーを通じ世界中のロータリアンに協力の要請があり、今回の支援協力となりました。 

 支援の内容は、2760 地区独自に検討され酸素濃縮器をはじめ各種医療機器の調達＆デリバリーが容易では

ないことなどの諸事情を考慮して、独自に地区内で調達したフェースシールドを、第 3291地区（インド東部

コルタカ）へ早期に発送を目指すものです。ロータリー財団の補助金利用の手段もありましたが、手続に時間

を要するために断念し、地区内での寄付を活用して事業を進めたいとのことでした。 

寄付の表明期限は、５月末日とされました。会長幹事の意向は、ＲＩ会長からの依頼はこれまでに例のない

ことであり、地区ガバナーの「奉仕の精神を実行に移す行動」への支援はロータリアンとして欠かすことがで

きないと判断し、協力の依頼をすることとしました。そこで、クラブの貴重な資金を活用するには理事会の承

認が必要であると判断、翌日の５月１８日臨時理事会を開催し、書面決議をもって行うことといたしました。 

日本も新型コロナウイルス感染症への対応が足踏みしている中で、海外への支援に対するが適切であるかも

含め、様々な意見をいただきました。かつて私たちは、東日本大震災において被害にあわれた方々に対し、Ｒ

Ｃの交流として「七ヶ浜ＲＣ」を通じて地域への支援をさせていただきました。今回は、国際ロータリー2760

地区として第 3291地区のロータリアンに向けた支援と捉え協力を理事会に諮らせていただいたものです。書

面決議の結果を踏まえ５月末日までに支援表明を行い、６月３日の理事会にて報告の後、一人２０００円の寄

付を実行させていただきました。 

ロータリークラブ会長として、頂点に立つＲＩ会長の「ロータリーは機会の扉を開く」のテーマを実践する

ことは、重要な任務であると考えています。ロータリービジョンの声明は、 
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『私たちは世界で、地域社会でそして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むた

めに人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。』とあります。 
 

 今回の私たちの判断がいつか花開く時があるかもしれません。東日本大震災直後より世界各国・地域から日

本に対して数えきれないほどの励ましのメッセージをいただき、支援の手が差し伸べられました。そのお返し

の一端を担うことができたら幸いと思います。会員諸氏の温かいご理解をいただきますようお願いを申し上げ、

新型コロナに苦しむインド支援協力に係る経緯説明とさせていただきます。 

 
※1：日本の新型コロナウイルス感染者数 763,000 人、死亡者 13,645 人 

※2：日本での 1 日の感染者数 1276 人（6 月 8 日現在） 

 

  

≪幹事報告（林孝夫君）≫ 
◼ 第 22回臨時理事会報告（書面決議） 

新型コロナウイルスに苦しむインドへの支援の件が

承認され、108,000円を支出する事となりました。 

◼ 第 23回理事会報告（6/3 開催） 

以下 3件全て承認されました。 

1. 第 28 回西三河中分区ＲＣ親睦ゴルフ大会の事業

報告・決算の件 

2. 6月 24日（木）例会場を岡崎ニューグランドホテ

ルに変更する件 

3. 事務局員夏季賞与支給の件 

◼ 6月のロータリーレートは 1ドル 109円です。 

◼ 6月 17日予定の第 3回西三河中分区会長幹事会は

中止となりました。 

◼ 例会は6月17日までは休会としています。6月24

日は例会場変更がありましたので、再度ご案内をさ

せていただきますので出欠席の返答をお願いします。

※緊急事態宣言の状況により変更になる場合がございます。 

6 月の例会予定 

例会予定 内容 

6/17(木) 定款第 7 条第 1節の規定により休会 

6/24(木)12:30～ 岡崎ニューグランドホテル 「一年を顧みて｣ 会長 梅村順一君・幹事 林孝夫君 
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 岡崎東ロータリークラブの皆様には、常日頃から子ども食堂ココカラの活動に多大なご協力をいただきまし

てありがとうございます。活動を始めて 3年が経過しましたが、初めはここまでの活動はするつもりはなく、

子供たちと一緒に時間を過ごしている中で現在の形が出来あがってきたように思います。普段は見えない親子

の関係性や見過ごすことのできない状況を目の当たりにすることもあり、いろいろなご家庭があるのだなと痛

感することも多く、これからも子供たちにとって心の拠り所としての役割を担っていければなと思います。 

 引き続き子ども食堂の活動にご理解とご協力をお願いします。 

 

    

≪前回 5/13の幹事報告（林孝夫君）≫ 
第 21回理事会報告（5/13開催） 

・4/1花見親睦夜間例会の決算の件：承認 

・6/17 最終親睦夜間例会の予算の件：承認 

・令和 3年度緑の募金の件：承認 

協議事項 

・5/23 予定の親睦日帰り旅行の件：中止 

・6/10 振替例会開催の件：承認 

◼ 5月のロータリーレートは 1 ドル 109円です。 

◼ 名古屋南ＲＣより振り込め詐欺撲滅のDVDが届いて

おります。利用して下さい。 

◼ 5/10(月)岡崎 5ＲＣ共同事業として岡崎市社会福祉

協議会へ子ども食堂への助成金授与式を行いました。 

◼ 5/16(日)地区ローターアクト研修会の Zoom会議が

開催されます。 

◼ 5/18(火)第 6 回地区社会奉仕委員会に宇野地区委員

が出席予定です。 

◼ 5/22(土)豊田西ＲＣ創立 50 周年は記念例会として

開催されます。 

◼ 次年度インターアクト国内派遣研修に光ヶ丘高校か

ら 2名応募がありました。 

◼ 4/22 の西三河中分区ゴルフは皆様のご協力で無事

に開催できました。有難うございました。 

◼ 会員名簿の作成のため名簿の校正をお願いします。 

回覧をしますので訂正があれば書き込んで下さい。 

◼ 5/14(金)わークルの総会が開催され、会長幹事で出

席致します。 

◼ 6/10(木)は日程を変更し新旧合同アッセンブリ―を

予定しております。 

◼ 最後に緊急事態宣言により今後の予定は都度連絡さ

せていただきますのでよろしくお願いします。 

≪前回 5/13 の副幹事報告（三城偉央君）≫ 
◼ 本日例会終了後、次年度第 1 回クラブアッセンブリー

を開催します。対象の方はご出席お願いします。 

≪西三河中分区ゴルフ大会お礼（畔栁秀幸君）≫ 
◼ 4/22 開催の西三河中分区ゴルフ大会は皆様のご協

力により無事終了いたしました。感謝いたします。 

≪前回 5/13の委員会報告≫ 

公共イメージ向上委員会 ロータリーの友 5月号紹介 

親睦委員会 5月慶祝の発表 

社会奉仕委員会 5RC 共同事業子ども食堂支援報告 

出席委員会 5/31の出席率 88.46%(欠席 6名) 

前々回(4/15)の修正出席率 100%(欠席 0名) 

スマイルコーヒー基金寄付報告 

ニコニコ委員会  
☺ 梅村順一君 皆さんコロナにお気を付けください。 

☺ 野村政弘君 北村万浪さんのご来訪を心より歓迎

いたします。 

☺ 佐野真琴君･岩崎靖彦君 ココカラ代表の北村さん

ようこそ！卓話が聞けず残念です。またの機会を楽

しみにしています。 

☺ 畔栁秀幸君 西三河中分区ゴルフ大会無事終了し

ました。有難うございました。 

☺ 市川幾雄君 分区ゴルフでニアピンを取りました

／あづま会で優勝しました！ 

☺ 手嶋明君 緊急事態宣言が早く終わりますように。 

☺ 三浦泰廣君 コロナに負けるな‼ 

☺ 酒井賢君･三城偉央君 次年度第 1 回クラブアッセ

ンブリーよろしくお願いします。 

☺ 倉内充雄君 スマイルコーヒーボックスへの多大

なるご協力有難うございます。 

☺ 野村政弘君 ロータリーの友のパズル de ロータリ

ーで景品をいただきました／悪疫退散‼ 

☺ 小山能弘君 本日司会を務めさせていただきます。 

☺ 野村政弘君(22年)･宇野弘隆君(13年)･金本孝美君

(8年) 皆出席を喜んで。 

☺ 長坂勲君･小木曽進君･新浪勝也君･稲垣寿君･清水

幹良君 ニコに協力します。

 

 

【前回 5/13の例会】 「 3 年の活動に想うこと 」 子ども食堂ココカラ 代表 北村万浪様 
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令和３年５月１４日（金）午後１時３０分より、子ども食堂連絡協議会「わークル」の総会が開催され、会長

幹事でご挨拶と共にスマイルコーヒー基金の贈呈をさせていただきました。クラブ会長として、企画事業にご協

力をいただいたことへの感謝の意を表す機会となりました。 

わークルに参加する運営体の皆さんは、直接子ども達やご家族の方とふれあい、愛情をもって地域社会を支え

ていただいています。社会奉仕活動の一環として運営体の皆様と、引き続きお付き合いをさせていただくことを

お伝えいたしました。岡崎市内の５ＲＣが継続して合同事業を企画していただけることを望んでいます。総会に

参加して子ども食堂の運営には、ロータリークラブが心の支えとなり経済的な支援を続けていくことが大切であ

ると改めて感じさせていただきました。お礼のあいさつの後、クラブ会員の皆さんにご協力をいただいた「スマ

イルコーヒー基金」のご浄財を連絡協議会の代表にお渡しをいたしました。子ども食堂運営協議会の活動資金と

して有効に活用していただけるとのことでした。 

総会において、共同代表に「おいでん家」三輪晴美さんと「ココカラ」北村万浪さんが選出され、事務局長に

は「えほんしょくどう どうぞの店」加藤弥生さんが就任されました。子ども食堂との絆を大切にして、会員

の皆さんと共にこれからも見守ってあげたいと思います。結びに、スマイルコーヒー基金を推進・管理いただ

いた会場委員会の倉内允雄委員長に感謝申し上げます。皆さんのご協力に、こころより御礼申し上げます。 

   

 

5 月の DONATION 

 ロータリー財団 財団小銭寄付金 米山奨学会 米山小銭寄付金 ニコニコ BOX 
スマイルコーヒー

BOX 

5月 \155,800 \8,521 \0 \0 \27,000 \25,241 

今年度累計 \856,400 \36,243 \875,000 \25,426 \767,000 \72,251 

6 月の慶祝 

会員誕生日  おめでとうございます  

三浦泰廣君(S23.6.2) 足立憲彦君(S32.6.5) 長坂勲君(S13.6.29)  

パートナー誕生日  おめでとうございます  

足立拓哉君 由紀子様(6.3) 酒井賢君 久美子様(6.12) 新浪勝也君 頼子様(6.28)  

結婚記念日  おめでとうございます  

小出一輔君(H4.6.5) 小山能弘君(H30.6.7) 野村政弘君(S63.6.12)  

入会記念日  おめでとうございます  

足立憲彦君(H8.6.20) 生駒尚久君(H9.6.12) 三浦泰廣君(H11.6.10) 鈴木圭介君(H21.6.4) 

片岡達宏君(H31.6.27) 小山能弘君(R2.6.25)   

皆出席  おめでとうございます（5 月入会者）  

小出一輔君（５年）    

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 未定 未定 定例会 

ひよどり会 6月のひよどり会は休会です 

【活動報告】 「 子ども食堂連絡協議会「わークル」総会に参加して 」 梅村順一君 
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