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休会に至る会長見解

青 山 貫 禅

　私の所属している公益社団法人全日本不動産協会が取り組んでいる事業を紹介
させていただきます。今年3月に閣議決定され国交省が発表した今後10年間の住宅
政策の指針におけるSDGsへの新たな取組みとして「住生活基本計画」が示されました。
これからの住まいはどうあるべきか「３つの視点」と「８つの目標」が立てられました。
本協会は、昨年設立された「全日みらい研究所」と東京大学に設立された「不動
産イノベーション研究センター」と連動して、不動産ビジネスの高度化に向け動き出
したところです。社会は、コロナ禍にありますが、むしろ、この時期だからこそ各業
界がより一層、ICT化或いはDX化に向けて動き出しているのではないかと実感してい
るところです。

 

　8月29日（日）2回目のワクチン接種行ってき
ました。1回目が3週間前の8月8日（日）まだ徐々
に県内でも増えつつある状況で感染爆発に至
る前でもあり、BBQ例会・3クラブ合同例会ガ
バナー訪問・9月第一例会と開催できるものと
思っておりましたが、その後の感染拡大→蔓
延防止法の適用→東濃5市長による宣言→緊急
事態宣言と急展開･･･緊急ZOOM理事会を開催
し苦渋の決断ではありましたが、9月12日まで
の全てのRC活動を休止させていただく事とな
りました。オンラインでの開催も考えました
が、準備等にメンバーが集まる必要もありこ
ちらも断念いたしました。メンバー皆様方の
お会いする機会を休止してしまった事、特に8

月ご入会いただきました新メンバーさんには
申し訳ない気持ちでいっぱいです。
　9月12日（日）無事緊急事態宣言も解除され9
月14日（火）開催予定のホーム例会にてお会い
できます事楽しみにし、休会に至る会長見解
とさせていただきます。

恵那ロータリークラブ会長　脇田　誠
岐阜県内感染者数推移



　競技　各RC対抗 各RCより4名のエントリー
　　　　4名 1チームでグロス上位 3名の合
　　　　計スコアで競いグロス上位2チーム
　　　　が決勝大会（11月18日）進出
　締切　2021年9月14日（火）
【8月理事会報告】
①蔓延防止期間中の対応について（承認）
　8/31 ホーム例会 休会
　9/7   ガバナー公式訪問3RC合同例会 中止
②9・10月例会スケジュールについて（承認）
【来信】
日本のロータリー100周年実行委員会ビジョ
ン策定委員会より、日本のロータリー100周年
ビジョンレポート2020（資料編）を拝受
2020-2021年度ガバナー事務所より、直前ガバ
ナー事務所閉鎖のお知らせを拝受

委員会報告

管理運営委員会
8月24日（火）おおくらにて開催予定の移動例
会『家族ＢＢＱ例会』は新型コロナウイルス蔓
延に伴い、延期となりました。

○

8月 31日例会は新型コロナウイルス感染予防
のため休会になりました。
10月 7日（木）ベルフラワーCCにて開催予定
の IM（インターシティ・ミーティング）は新型
コロナウイルス感染蔓延状況により、中止延
期に決定いたしました。10 月 7 日 I M開催前
の『ガバナー杯チャリティーゴルフ大会 岐阜
東濃グループ予選』は以下の日程にて開催。
　日時　2021年10月14日（木)
　　　　9：28よりOUT･IN 4組ずつ同時スタート
　会場　ベルフラワーカントリークラブ

Ｒ愛妻酒場

①トマトの皮を剝き、一口大にしたトマトをニ
ンニクで炒めトマトソースを作ります。※トマ
トは冷凍庫で凍らせてから皮を剝くと簡単に
とれます。
②イカ、ベーコン一口大に切り、オリーブオイ
ルで炒め、塩、胡椒で味を付けます。
①と②を和えて仕上がりです。
　この時期トマトが旬ですのでトマト料理を
一品紹介しました。簡単ですので是非、会員
（夫）の皆様が料理して奥様に召しあがっても
らって下さい。オンザロックで愛妻と乾杯！            

　　　青山貫禅

イカとベーコンのトマトソース和え

【2021年9月】
  7日（火）休会（ガバナー公式訪問3RC合同例会中止）
14日（火）祝福 クラブ広報担当卓話 市川康夫君
21日（火）祝日のある週のため休会
28日（火）組織強化担当卓話　準会員卓話 　　
　   　　   理事会

例会・事業活動のスケジュール

幹事報告

○

○

ガバナー メッセージ

新型コロナウィルスから会員の皆様の安全と命
を守るため
　今回の新型コロナウィルスの感染拡大の状況
は、ご承知の通り大変な状況にあり、大変な心
配をしております。このような状況下のもと、皆
様の安全と命を守るため、これ以上の新型コロ
ナウィルス感染拡大を防ぐためにも、行政の指
導規範に従い、その期間中は人的接触、接近を
ともなう活動は控え、例会などにおいてはリモー
トを行う Zoom 等を積極的に活用していただき
たいと思います。　
　ロータリーとそのクラブは誕生以来100年、「奉
仕の理想」を追及し、職業倫理と社会奉仕のた
め活動してきました。2,300 ある日本の各クラブ
は自主独自の活動方針を立て、その運営はクラブ
会長、幹事、理事に任され歴史を積み重ねてき
ました。そのことを踏まえながらも、あえて地区
を担当するガバナーとして皆様にお願い申し上げ
ます。　
　ロータリーの本来の姿である、例会での学び
と交流、会員同士の親睦が図れるような状況が1
日でも早く戻ってくることを切望しております。
この困難な状況をみなさまとともに乗り越えた
いと思います。

国際ロータリー第 2630 地区
ガバナー　浦田　幸一

○

○



＊会長 脇田  誠君 / 副会長 樋口義成君 / 幹事 加
藤勝也君
8月第1例会ご出席いただきありがとうございます
。本日は前回通常総会にてご承認いただきました
、準会員さん初出席の例会となります。残念なが
ら仕事の都合でおひとり欠席ですが、気づき学び
のある例会開催になるよう努めてまいりたいと思
います。卓話では山本好作君「わが社の環境関
連事業と水素」についてお話しいただきます。
SDGs卓話一弾となりますが、今後も年間を通し
開催していきたいと思います。よろしくお願いし
ます。
＊岐阜東濃グループ 山田幹雄ガバナー補佐
本日、3RC公式訪問の打ち合わせにお邪魔しまし
た。宜しくお願いします。
＊山田　浩君
私と妻の誕生日の祝福ありがとうございます。連
日の日本選手の大活躍は応援に力が入ります。今
日からボート競技が始まります。日本、ポーランド
頑張れ。阿部さん大変お疲れさんでした。山田ガ
バナー補佐よくいらっしゃいました。大歓迎です。
＊渡辺敏夫君
曽我さん、各務さん、山内さん3名の方入会を歓迎
致します。『私のSDGs』『R酒場』お話し時間いた
だき、誕生日の祝福ありがとうございました。
＊髙木良直君
本日準会員として3名の入会を認めて頂きありが
とうございました。フレッシュな3名を心より歓迎
します。また誕生日の祝福あわせてありがとうご
ざいます。

＊大野幸泰君
ついこの間50才と思ったらもう53才。このコロナ
の空白期間に何も進歩していない。焦ります。
＊山本好作君
本日は卓話をさせていただきます。よろしくお願
いします。山内敏敬さん、各務康広さん、曽我ち
づるさんの準会員入会ありがとうございます。「
準」の字を早く取りましょう。
＊山内敏敬君
本日より改めてお世話になります。これからもよ
ろしくお願いいたします。

　　　　　　　準会員入会　
曽我ちづる君・脇田誠会長・山内敏敬君

Ｒ掲示板

　今年6月5日にご逝去されま
した当クラブチャーターメン
バー  阿部龍輔君の「おわかれ
の会」が 8 月 24 日恵那文化セ
ンターにて執り行われました。
　恵那市に於けるロータリー

クラブ設立の要望が各方面からあり、斎藤茂
君・渡辺毅君・山本好作君・武本造君・伊藤喜
美君・阿部龍輔君・市川信平君（幹事）の 7 名
が発起人となり、1962（昭和 36）年7月2日旅
館いち川にて『第1回発起人会』が開催され、設
立準備を進めたと当時の週報に記されていま
す。長年の功績に深く感謝申し上げます。

中津川センター
土岐
多治見リバーサイド
多治見
多治見西
中津川
瑞浪

9/2•7•16•23 休会
9/3•10•17•10/29 休会

9/1•8•15•22•29休会
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9・10月の他クラブ移動例会開催日程

9/13 移動  9/6•20•27 休会
 9/6•13•20 休会

9/7•14•21•28 休会 

ニコニコボックス

ゴール4:質の高い教育をみんなに
開発途上国においては、児童労
働などが要因となり、学校に通
いたくても通えない子どもが
存在する。こうした状況を改
善し、無償かっ公正で質の高い

初等教育、中等教育を終了できるようにする
ことがターゲット4. 1で掲げられている。
 また、ターゲット4.7にあるように、持続可能
な開発のための教育(ESD)や人権、男女の平等
等に関する教育を通じて、全ての学習者が、持
続可能な開発を促進するために必要な知識及
び技能を習得できるようにすることも求めら
れている。

 ＜月報司法書士2020年12月号参照＞

SDGs を構成する 17のゴール

8 月3 日出席率　35 /47 名  74.46％
　  ニコニコ金額   □ 前回の投函額      36,000円
　　　　　　　   □ 今年度累計額   194,000円


