49 期【No１号】第 2273 例会

「

就任挨拶

2021/７/1
（過去 3 回の修正出席率 4/15：100% 4/22：100% 5/13：100％）

」

第 4９代

会長 酒井賢君 ／ 幹事 三城偉央君

【酒井会長】歴史ある岡崎東ロータリークラブ第 49 代会長を拝命し身が引き締まる思いです。
浅学非才な身ですが、会員の皆様に育てていただく思いで 1 年間過ごしたいと思います。
ロータリークラブに在籍すると、奉仕という言葉を沢山耳にします。私は奉仕というのは、自
主的に行うもので、やらされる感があってはならないと思っています。ロータリークラブは、い
ろんな奉仕のやり方を学ぶ場であり、体験することが出来る場所だと思っています。
今年度はコロナの収束と、地球温暖化の原因であるＣＯ²の削減という環境問題に取り組むこ
とになります。当クラブはアマゾン森林保護植林事業、形埜小学校水質検査、河合中学校ゲンジボタル育成など奉
仕活動に力を入れてきました。次の世代に繋がる奉仕活動を楽しく実践していけたらと思います。コロナウィルス
収束の先には今までとは違った世界観が広がります。世界規模のロータリークラブにも間違いなく変化が訪れます。
当クラブも、RI 会長方針、地区ガバナー方針に従いより良いクラブにしていきたいと考えてい
ます。会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
【三城幹事】会長方針に従い、補佐役として会員の皆様が円滑にかつ楽しいロータリー活動を
行えるように努力して参ります。また新型コロナウィルスへの対応にて急な例会変更・行事変
更もあるかと思いますので、会員の皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

【前回の例会】

「

一年を顧みて

」

会長 梅村順一君 ／ 幹事 林孝夫君

【梅村会長】第４８代会長の職責をお預かりして、大過なく１年を過ごすことができました。
こうして最終例会を迎えられますのは、会員の皆様方のご理解とご協力のおかげであると思
います。ありがとうございました。ロータリークラブの会長は、毎年変わりながらクラブの
活性化を図る仕組みであることの神髄を垣間見た一年でありました。多忙な毎日を過ごすと
ともに、貴重な経験や勉強をさせていただいた期間でありました。
年度会長を受けるにあたり、会長エレクト就任４か月後には林幹事と共に次年度の準備が
始まっていました。特に地区補助金の活用をするための事前準備が必要でありました。
「子ども食堂推進事業」を実施するにあたり補助金の申請や、委員会構成の工夫をすることが必要でした。次年度
に向け地区補助金の申請準備をしたことで、ロータリー財団による特別な計らいで、年度が始まる前に、子ども食
堂連絡協議会「わークル」さんへフードパントリーが実施できたのは、思いもよらない成果でありました。そして
10 月には「広げよう子ども食堂の輪」が開催されました。当クラブのプロジェクトがきっかけとなり岡崎５ＲＣ
の共同事業も実施され大きな成果となりました。第 2760 地区より当クラブの活動を認めていただきガバナー特
別賞（有意義な事業部門）
、意義ある奉仕賞を受賞することができました。併せて、米山記念奨学部門において受
賞できたのは、当クラブの伝統である米山奨学生支援の成果であると思います。次年度も引き続きシルネン君への
支援を継続したいものです。委員会活動では、クラブ戦略委員会の充実を図りました。長期計画検討委員会として、
クラブの現状把握ができたと感じています。次年度以降のクラブ活性化に期待するところです。会員組織において
会員増強ができ、クラブ奉仕部門においてもコロナ禍の中ではありましたが、成果を挙げていただきました。
新型コロナの感染予防対策により、職業奉仕や青少年奉仕部門の活動が停滞したことは残念でありました。
また、新たな国際奉仕部門として、チベットの教育支援を目指しましたが予定した事業ができませんでした。その
思いが伝わったのか本日助成金と共に、本人からのメッセージを受け取ることができました。感謝しています。
結びに、無理を承知で行事をこなしていただいた林幹事と事務局河内さんの心遣いに感謝します。
当クラブが新たな時代へ向かう変革の年となることを期待して「一年を振り返っての挨拶」とします。ありが
とうございました。
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【林幹事】年間を通じコロナウィルスに振り回されてしまった印象ですが、その状況で 10 月
の子ども食堂、4 月のゴルフ大会を無事に開催できたのは、会員の皆様のご協力があってこそ
でした。改めて感謝したいと思います。また各委員長さんには地区協議会や合同アッセンブリ
―が中止され引継ぎが十分ではない中のスタートでしたが、積極的に動いていただきスムーズ
な例会運営が出来ました。梅村会長から幹事にと指名された時は大変不安でしたが、最初から
最後まで先頭で引っ張っていただき自分はついていくのが精一杯という状況で本来の幹事と
しての役割ができなかったかと思っておりますが、一年間大変お世話になり有難うございました。事務局の河内さ
んにも全ての事をサポートしていただき有難うございました。
幹事を経験させていただいた事でロータリアンとして少しは成長できたかと思っておりますので、今後はこの経
験をクラブのために活かせるように頑張っていきたいと思っております。

点鐘

梅村会長

梅村会長 林幹事へ花束贈呈

ご来訪者 ヤンジン後援会澤
田様とバイマーヤンジン様

助成金贈呈 チベット教育支援

酒井新会長と梅村会長

点鐘木槌の引継ぎ

ご来訪者
米山奨学生 ダルハジャフ･シルネン様
岡崎ヤンジン後援会 澤田文夫様
バイマーヤンジン様
【幹事報告】林孝夫君
■新型コロナウィルスに苦しむインドへの支援協力の
御礼状が届いております。
■ロータリー日本 100 年史の予約販売の案内が届い
ております。ご希望の方は注文表にご記入ください。
■意義ある奉仕賞及びガバナー特別賞の有意義な事業
部門と米山記念奨学部門をダブル受賞しました。内
容については週報あづまをご覧下さい。
■岡崎こども食堂連絡協議会のまめっ子さんより、支
援に対するお礼のハガキが届いております。
■年次報告を作成していきます。役員・理事・各委員長
は報告書を 7/9 迄に幹事または事務局へ送付お願
いします。
【副幹事報告】三城偉央君
■次年度第 4 回理事会報告(6/3 書面決議)
① 新年度親睦夜間例会開催の件：7/1 再審議
② 慶祝品の件：承認
③ ホームページ修正と管理費の件：承認
④ 名誉会員の件：成田敏圀君･小野文憲君：承認
⑤ 計画書作成の件：ヨシノ印刷 110 部：承認
⑥ 第 73 回岡崎美術展後援の件：承認
⑦ スマイルコーヒー継続 100 円以上：承認
公共イメージ向上委員会 ロータリーの友 6 月号紹介
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６月お誕生日おめでとう！

酒井新会長挨拶

親睦委員会

6 月慶祝の発表
本日の出席率 86.27%(欠席 7 名)
前々回(4/22)の修正出席率 100%(欠席 0 名)

出席委員会

ニコニコ委員会
☺ 梅村順一君 一年間ありがとうございました。
☺ 林孝夫君 会員の皆様一年間本当にありがとうござ

いました。
☺ 足立汎和君
☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺
☺

ご無沙汰しております。息子が社長に
なり、会長になりました。
酒井賢君 来期よろしくお願いします。
長坂勲君 今月誕生日でニコに協力します。
倉内充雄君 一年間会場委員会へのご協力有難うご
ざいました。
坂野弘君 会員名簿の写真を撮らせていただき有難
うございました。
小出一輔君 石川さん、生駒さん、佐野さん、鋤柄さ
ん、お世話になりました。
中川和広君 梅村会長コロナで大変な年でしたが一
年間お疲れ様でした／次年度ニコニコの担当になり
ますのでご協力お願いします。
佐野真琴君 バイマーヤンジンさん歌声楽しみにし
ております。
稲垣寿君 おつかれさま。ありがとうございました。
中根匡規君 皆さん一年間お疲れ様でした。
清水幹良君 一年間お世話になりました。
杉田広喜君･岩崎靖彦君･加藤和志君･石川雅規君
一年間有難うございました。

☺ 坂野弘君･佐野真琴君･小林清文君･本田康英君･宇野

弘隆君･野村政弘君
した。

【活動報告】

梅村会長、林幹事お疲れさまで

☺ 皆出席を喜んで。
西脇謙二君(7 年)･小出一輔君(5 年)
☺ ニコニコ委員会(金本孝美･足立拓哉･鋤柄英明)

一年間ご協力ありがとうございました。

「

チベット教育支援活動報告 」

岡崎ヤンジン後援会 会長 澤田文夫様
バイマーヤンジン様

バイマーヤンジン様が岡崎ヤンジン後援会の澤田様と来訪されました。ヤンジン様は、東ロータリークラブの
為に早朝より大阪から駆けつけて下さいました。チベットの民族衣装で登場されたヤンジン様は、始めにご自身
の自己紹介、次に学校建設に至る想い、最後に歌を披露していただきました。
【バイマーヤンジン様】私は、チベットのヒマラヤ山脈の奥地、一番近い都市までバスで 2 日もかかる貧しい村
で育ちました。代々遊牧民の暮らしで村には電気もなくアメリカはもちろん日本と言う国がある事すら何も知り
ませんでした。私は、親、兄弟、また村中の人々から期待を背負って村から 300 キロ離れた高校に進学し命が
けで勉強しました。高校の先生に大変お世話になり四川音楽大学にチベットで初めて入学しました。民族差別、
いじめにも会いながら辛い大学生活を 4 年送りましたが夢であった四川音楽大学の講師になる事ができました。
縁あってチベット文化が大好きな主人と出会い大阪に嫁いできました。日本の発展ぶり、豊かさ、清潔さ、素
晴らしい教育システム、信じられないくらいの高度な医療すべてに衝撃を受けました。日本が成功したのは、教
育のおかげです。教育がしっかりすると国が良くなる。チベットに学校を建設しようと思いました。
ロータリークラブの皆様はチベットがどんな情勢でも国、民族、宗教を超えていつも応援してくれて大変感謝
しております。皆様は、国際的な大きな組織でいらっしゃるのでどうか皆様の優しい心と大きな愛でたくさんの
世の中で困っている民族や地域や特に子供達にどうか夢を与えて頂けたらありがたいなと思って、その為に今日
は心から感謝を込めて参りました。ありがとうだけでは表現しきれませんが皆さんに心より感謝しております。
ロータリークラブの皆様の活動にピッタリじゃないかと思ってこの曲を選びました。
「太陽が沈むと 大草原がとても寂しくなる でも大丈夫 神々しいお月様が 我々の暗闇を照らしてくれる
お月様に感謝」
ヤンジンさん、心に響く素晴らしい歌声をありがとうございました。
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７月の例会予定
例会予定

例会会場

7 月 8 日（木）

内容

定款第 7 条第 1 節の規定により休会

7/15(木)12:30～
7 月 22 日（木）

岡崎市竜美丘会館「501」 「新会員卓話」金安久文君
法定休日により休会

7/29(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「新会員卓話」中根盛仁君

クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

理由

7/21･8/11･9/22（水） 岡崎

定款第 7 条第 1 節の規定により休会

7/20･8/10･8/17（火） 岡崎南

定款第 7 条第 1 節の規定により休会(7 月･8 月はビジター受付なし)

岡崎城南

7/6･7/27（火）

定款第 7 条第 1 節の規定により休会(7 月はビジター受付なし)

※コロナ禍によりビジター受付及びサイン受付をしないクラブが多数あります。ご注意ください。

同好会便り
同好会

開催予定日

あづま会

7 月 21 日(水)

ひよどり会

休止

写楽会

場所

内容

ザ・トラディション GC 定例会及び取切り戦／総会:午後 6 時半～魚清
―

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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