本日の行事予定 (2014 年 4 月 4 日)
第 2964 回例会
卓話担当：広報委員長 伊藤基君
演
題：「今後のロータリー広報について」

3 月は識字率向上月間で、あちこちのＲＣで話
をしてきましたが、津島ＲＣでもお話ししたいと
思います。
世界に今 70 億人の人口があり、字の読めない人
が 10 億人います。途上国の字を読めない子供たち
は 1 億人以上も学校に行っておりません。そして
2/3 の 5 億人程が女性です。字が読めないと子育
てに大きな弊害を起こします。日本では女性が大
学に進学したり、高学歴になっておりますが、

先回の記録（例会）
第 2963 回 ’14 年 3 月 28 日（金）
卓話担当：鶴見治貞君
講
師：ラジオパーソナリティー
長谷川ぱんだ氏
演
題：「食後の音楽のひととき」
ストレッチ体操 田中正明君
ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 寺島淳一君
会 員 総 数 68 名
2 月 28 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員
18 名
本日出席会員 51 名
MAKEUP 会 員
14 名
本日の出席率 75.0％
訂 正 出 席 率 98.46％
超 過 出 席 鈴木吉男君（地区国際奉仕委員会
ベトナムＷＣＳ活動）

ここでボイスレコーダーの電池切れのため、「テー
プ起こし」ができませんでした……。識字率向上に
ついては『ガバナー月信』3 月号、4 月号をご参照
ください。

幹事報告

会長挨拶
鈴木吉男会長
今週火曜日（25 日）に、
台北滬尾ＲＣの皆さん 24
名が日本へおいでになり、
津島ＲＣからも 27 名とい
う大勢の皆さんが歓迎会
に出席してくださいまし
て、本当にありがとうございました。いつもはホ
テルですが、今回は「木曽路」で台北滬尾ＲＣの
方々も喜んでおられました。
10 年前に清林館高校から青少年交換留学生と
して派遣した北川昌利君が、ＬＯＴＥＸとして白
馬スキー（3/20～22）に参加しておりました。彼
はまだ独身で、ロータリアンのお嬢さんとかいら
っしゃったら結婚したい、自分もロータリーに入
りたいと言ってましたから、だれかいましたら紹
介してください。

寺島淳一幹事
1. 先日の「台北滬尾ＲＣ
歓迎会」には多くのメ
ンバー方にご参加い
ただきありがとうご
ざいました。その席にて滬尾ＲＣより当クラ
ブメンバー全員の方に「台湾のおみやげ」を
頂きましたので本日配布いたしました。滬尾
ＲＣの皆さんは、現在日本を旅行中ですが、
明日 3 月 29 日(土)セントレア午後 5：05 発、
台北桃園空港行にて帰国されます。午後 3：
00 にはセントレアに到着すると聞いておりま
すので、お見送りに行かれる方は遅くても午
後 3：00 前にはセントレアにお越しください。
2. 本日、午後 6：30 より名古屋市中区錦の「芳
蘭亭(ほうらんてい)」にて「Ｒ情報・会員増強合
同委員会」が開催されます。
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3. 4 月 1 日(火)午後 6：00 より、第 1 回次年度
役員・理事・委員長会議が「みやこ」で開催
されます。
4. 4 月 3 日(木)、青少年交換学生のジェッシー
君が成田さんのお宅から藤井さんのお宅に引
越しします。
5. 4 月のロータリーレートは 1 ドル＝102 円です。
6. 『ロータリーの友』4 月号と地区大会出席義
務者の方に『2013～14 年度地区大会記録誌』
をお配りしました。
以上です。よろしくお願いします。

ニコボックス報告 第 2963 回分
伊藤誠ニコボックス委員
台北滬尾ＲＣの皆様 （来日
された台北滬尾ＲＣの 24 名
様よりニコボックスをいた
だきました）
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会
長、寺島淳一幹事 ①卓話講
師に長谷川ぱんだ
様をお迎えして！ ②先日
の台北滬尾ＲＣ歓迎会に出席された会員の皆様お
疲れ様でした。
伊藤哲朗君 ①3 月 22 日、会社設立 65 年を迎え
ました。92 歳の母の誕生日です。私はグァム島で
研修を受けていました。ご指導いただいた皆様、
ありがとうございました。②一番手のかかった次
男が、伊勢の日赤病院の研修医として勤務いたし
ます。外科です。扶養家族が減って楽になります。
バンザイ。
三谷栄一君 ①台北滬尾ＲＣ歓迎会に多数参加し
ていただき、ありがとうございました。②写真が
載りました。
飯村理君 長女が保育園を卒業しました。4 月か
ら小学校に入学します。子供の成長の早さを実感
しています。
篠田廣君 グァムでゴルフ合宿に参加しました。
水野先生にお世話になりました。
住田正幸君 同窓生 30 名でのゴルフコンペで久
しぶりに優勝、しかもベストスコアで、ちなみに
スコア 80 台でした。まだまだやるよー。
鶴見治貞君 本日卓話を担当いたします。
田中正明君、生田達一君 卓話講師に長谷川ぱん
ださんをお迎えして。
余郷利彦君 天王川の桜が 2 分程咲きました。春
です。
滝川林一君 ネパールトレッキングの帰り道です。
水野憲雄君 体調不良ながら無事「5 ラウンド」
して帰りました。
服部貴君 余郷さんと眼が合ってしまいました？
いつもお世話になっております！
水野人志君 ロータリーに入会し、2 回目の誕生
日を迎えることができました。

伊藤祥文君 津島神社太々講神楽（だいだいどうかぐ
ら）が、4 月 1 日から 13 日まで行われます。どう
ぞお参りください。
佐藤雅彦君 桜の花に感動しました。
河西あつ子君 しばらくお休みしておりました。
宅見康悦君、野々山勝也君、浅井彦治君、安江正
博君、児玉昭君、服部貴君、根崎健一君、住田正
幸君、伊藤幸蔵君、伊藤誠君、山本達彦君、幅辰
雄君、高木輝和君 ウィークリーに写真が載りま
して。
浅井彦治君、山田勝弘君、片岡鉄君、小林啓子君、
河西あつ子君 その他。

卓 話
卓話担当：鶴見治貞君
講
師：ラジオパーソナリティー
長谷川ぱんだ氏
演
題：「食後の音楽のひととき」

本日は、ご招待頂き、ありがとうございました。
初めての参加で、とても恐縮しました！
さて、本日歌わせて頂きました曲は、①スタン
ド・バイ・ミー ②What a wonderful world
③花は咲く ④上を向いて歩こう ⑤ケ・サラ
⑥サライ ⑦青春時代で、最後は皆様と大合唱
♪・・・お楽しみ頂けましたでしょうか？
そこで《自己紹介》
●芸名／長谷川ぱんだ
本名／長谷川康司
年齢／58 歳
●アーチスト、タレント、声
優（有限会社アクターズユ
ニオン所属）名古屋市大須
在住。
ＦＭななみ（77.3MHｚ）
「ぱ
んだの部屋 ～ほろ酔い
気分で～」ラジオパーソナ
リティー（2013 年 7 月 1 日開始！）
◆職歴◆
①児童絵画教室講師(大阪)（1978～81 年）
②ＣＢＳソニーレコ－ド販売促進（1983～86 年）
③名古屋プレイガイドジャーナル出版（1986～89 年）
④プランニングオフィスゴドー・プロ（1989 年～
至現在）
⑤グラフィック・デザイン＜企画制作＞◎ポスタ
ー、リーフレット他
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⑥コンサート・イベント・プランナー ◎青空の
家 小室等コンサート他
⑦イベント・ディレクター ◎名古屋デザイン博
中部電力／光シアター ◎花フェスタ(可児市)
◎元気ッス碧南他
⑧司会進行 ◎タイホウ大運動会総合司会 ◎福
祉まつり、中高生の集い（名古屋市イベント）、
福祉映画祭他 ◎車いすマラソン
⑨パフォーマンス ◎豊田おいでん祭ジャンケン
隊 ◎幕張メッセ(東京)愛知県・名古屋市観光
協会ステージ・街頭パフォーマー
⑩声優／出演ＣＭ ◎TUKA セルラーＴＶＣＭ越
後屋・殿様編 ◎ウィングスタッフＴＶＣＭ競
馬アナウンス編 ◎観光ＤＶＤ(滋賀県観光協
会他)等ナレーション ◎企業(東邦ガス他)等
研修用ＤＶＤ・ビデオナレーション他
⑪デザイナー、イラストレーター
《作品例》◎車いすデザインコンペ・ポスター
パンフレットデザイン ◎車いすガイドブック
／平成 1,7,10 年度表紙本文デザイン・レイアウ
ト他 ◎行政イベントポスター ◎リーフレッ
ト製作（尾張職人展、等）（名古屋市）
⑫企業ＶＩ、ＣＩ制作・デザイン ◎神野鉄工所
◎ＣＥＲＴＯ ◎マルイチ産業、他
⑬店舗イメージデザイン・ロゴ製作 ◎しおん(伊
料理) ◎やまだ(中華料理)他
⑭イラスト及び立体物のデザイン・製作他
⑯ボランティア歴
◎ＡＪＵ自立の家（1974 年～至現在） ◎知的
障害者通所施設ゲマインダハウス自立の家 運
営企画プランナー（1990 年～至現在） ◎ボイ
ス・ケイン（視覚障碍者の情報環境を考える会
／副会長）（2001 年～至現在） ◎しばいＹａ
／劇団長（2007 年 3 月発足）
◆ライブ演奏歴◆
①のん木ＢＡＲＬＩＶＥ（1997 年～2000 年）
②みんなの家 （2002 年～2008 年 5 月）
③日興コーディアル証券 フライデー・ナイト
ライヴ 2002 年
④ＦＭ豊田ライブ出演
⑤岡崎ＦＭライブ出演
◆現在活動中ライブ活動歴◆
《ライブハウス》ひこざえもん（一宮）ライブ
※「絃 gen」（コラボバンド）
《福祉施設 LIVE》（1990 年頃～至現在）
①メディコ平針（日進）■デイサービス LIVE
毎月第 3 日曜 14:30～15:30
②デイ夢愛（堀田）毎週月・水曜日 13:30～15:00
③トム・ソーヤ（堀田）毎週月・水曜日 15:45
～16:45
④サラダハウス（千種）毎週火曜日 13:30～15:30
⑤ココロ（相生山）第 2・4 各週木曜日 13:00～
15:00

⑥祖父江自然村（祖父江）毎週金曜日 15:00～
16:00※こ～じ～’S（コラボバンド）
◆賞歴◆
①中部二紀展入選／油彩（1974 年）
②グッドデザイン賞入選㈱日本マスク
マスクパッケージデザイン（1993 年）

青春時代が
夢なんて あとからほのぼの
思うもの

その他
ニコ頑張っ
とるよ！

余郷利彦ニコボックス委員長、
本日の卓話担当の鶴見治貞君

司会の住田由純会場委員
(上左)
伊藤哲朗副会長(上)
加藤隆朗親睦委員より
出席報告
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ロータリー情報・会員増強委員会
3 月 28 日(金)18：00 より、名古屋錦 3 丁目のお
座敷中華料理「芳蘭亭」で、ロータリー情報委員
会と会員増強委員会合同により勉強会・委員会が
行われ 18 名が出席しました。

国際奉仕委員会
3 月 29 日(土)、台北滬尾ＲＣの皆さんが、箱根
や横浜等の観光を終えて、中部国際空港から台湾
へ帰国されるので、津島ＲＣのメンバーがお見送
りにいきました。
お土産いっ
ぱい買いま
した

住田正幸Ｒ情報委員長のテーブルには、
今年度新入会員の飯村理君と杦田勝彦君も

蔡輝文(Realty)君
と寺島淳一幹事→
4 月にお邪魔しま
すのでよろしく。

うーむ、うちの娘
(生後 3 ヶ月)も、
将来はロータリ
アンにねぇ…

今年度新入会員の佐藤雅彦君
増強、あと一歩
頑張りゃあ！

あ～疲れた、残
り 3 ヶ月、体が
もつかなぁ？

謝謝、再見!!

俺が喋った
こと、わかっ
たかな？

会員増強副委員長・松崎安孝君の後ろに前年
度 4 月入会の吉田康裕君、山田勝弘会員増強
委員長の隣りに寺島淳一幹事、野々山勝也次
年度幹事、鈴木吉男会長

次回例会
第 2965 回 ’14 年 4 月 11 日（金）
卓話担当：横井知代君
講
師：愛西市観光大使
古池麟林（りんりん）氏
演
題：「レンコンクィーン来たる
～お楽しみ講談～」

お知らせ
■第 15 回西尾張ロータリークラブ美術展
と き：4 月 8 日（火）～13 日（日）
ところ：稲沢市荻須記念美術館
■休会
4 月 18 日（金）（定款 6-1-C）
■米山奨学生マルディス君
送別カラオケ会
と き：4 月 25 日(金)18：00～
ところ：第二サンガーデン

会員増強委員会の矢田潔君、高木輝和君、
職業奉仕委員会の児玉昭君も出席
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