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本日の行事予定 (2014 年 5 月 16 日) 

第 2968 回例会 

卓話担当：日比一昭君  

講  師：愛西市教育委員会社会教育課 

石田泰弘氏 

演  題：「海部津島のアメリカ移民」   

 
先回の記録（例会） 

第 2967 回 ’14年 5 月 9 日（金） 

卓話担当：伊藤幸蔵君  

演  題：「ミャンマー行ってみたら 

こんなトコ」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 田中正明君 
会 員 総 数 68名    4月 4日例会分訂正 
出席免除会員 22名    欠 席 会 員    16名 
本日出席会員  54名    MAKEUP会 員     9名 
本日の出席率  79.41％  訂 正出席 率  95.31％ 
超 過 出 席 鈴木吉男君、寺島淳一君、八谷潤
一君（家族会試食会）、安江正博君、三谷栄一君、
野々山勝也君、前田昭生君、寺田晏章君、浅井彦
治君、伊藤哲朗君、幅辰雄君、山本達彦君、加藤
則之君、八谷潤一君、猪飼充利君、佐藤敬治君、
篠田廣君（次年度のための地区研修・協議会）、
安江正博君、三谷栄一君、野々山勝也君、高木輝
和君、浅井彦治君、伊藤哲朗君、加藤則之君、山
田勝弘君、幅辰雄君、伊藤幸蔵君（地区研修・協
議会二次会）、鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳
一君、安江正博君、浅井賢次君、三谷栄一君、高
木輝和君、宅見康悦君、幅辰雄君、根崎健一君、
後藤務君、伊藤幸蔵君（台北滬尾ＲＣ創立 8 周年
記念例会） 

会長挨拶 

鈴木吉男会長 

休会があったりして、その前に例会を 1 回欠席

しているので久しぶりの例会という感じがしてい

ます。今日は幸ちゃん（伊藤幸蔵君）がミャンマ

ーの面白い話をしてくれると思います。今日たま

たま中日新聞の朝刊を見ておりましたら、“中日

春秋”にポリオの話が出ておりましたので、読ま

せていただきます。 

◇   ◇   ◇ 

 50 年ほど前、北海道洞爺湖

町にある縄文時代の貝塚から、

際立った特徴のある人骨が見

つかった。歯などから若い女

性とわかったものの、脚と腕

の骨があまりに細いのだ 恐

らく幼少期にポリオ（小児まひ）に感染し寝たき

りになったが、20歳前後まで生きたと考えられて

いる。4000年前の親たちも、歩くこともままなら

ぬ我が子を、懸命に支え続けたのだろう 人類は

この恐ろしい感染症に苦しめられてきたが、その

歴史に終止符が打たれつつある。予防接種の普及

で患者は急減し、世界保健機構（ＷＨＯ）は 1988

年、根絶に取り組み始めた。ついに感染が根強く

残る国はパキスタン、アフガニスタン、ナイジェ

リアのわずか 3 カ国となり、根絶まであと一歩と

思われていた しかしＷＨＯは 5 日、緊急事態を

宣言した。感染がイラクなど 10カ国に拡大し、い

ま歯止めを掛けねば、ポリオが再び世界中を襲い

始めかねないと警告している 最も深刻なパキス

タンでは、予防接種に携わる人がイスラム勢力に

殺される事件が多発し、接種を拒否する動きすら

広がってきた。米情報機関がウサマ・ビンラディ

ン殺害作戦の際、人道的な接種活動を装って彼の

所在を確かめようとしたからだと、米国の国際支

援団体は非難していた 目的のため手段を選ばぬ

軍事行動の後遺症がいま、子どもたちを危険に追

いやっているのか。(中日新聞 5月 9日朝刊） 

◇   ◇   ◇ 

ロータリーはポリオのために、今までに 100 億

ドルのお金を使っています。これからまだ 55億ド

ルが必要だとロータリーは発表しております。ま

だ 3 か国が撲滅していないんですが、世界のいろ

んなところに紛争が起こって発症国が増えており

ます。やはりその地域の治安が悪くて予防接種が

できないということなんですね。今ポリオがない
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国でも、新しくポリオが発生することが増えてお

ります。ポリオを撲滅するのは難しいことだと思

います。本当に平和になって紛争がなくなれば、

世界のポリオは本当になくなると思いますが、な

かなかそのようにはなりません。 

 ちょうど先々月頃、インドがポリオ絶滅の宣言

をしていました。その画面にロータリーの幕があ

りました。でもニュースではひとこともロータリ

ーがポリオに貢献しているという話はありません

でした。ロータリアンがこれほどお金を使い、労

力を払い、いろんな面でポリオをやってるんです

が。そういうことも言っていかなくては、ロータ

リーは本当に宣伝が下手だと思います。 

バーナード・ショーが「ロータリアンは何処へ。

昼食たべに」と言っていたように、ロータリーは

いろんな社会貢献、社会福祉に対していろいろの

事業をしていますから、ロータリーの社会奉仕、

世界奉仕を全世界の人々に理解いただけたらと思

っております。 

 今ナイジェリアで紛争が起こっています。あれ

はイスラムの過激派です。女性は勉強しなくても

いいと言ってるんですね。それはマララがパキス

タンで撃たれたとき、タリバンが言っています。

そのような風潮が流れていくと女性の社会の貢献

度がなくなります。紛争がなくならない。そのた

めにも我々ロータリーが少しでも力を発揮できれ

ばな、というふうに思います。 

 
幹事報告 

寺島淳一幹事 

1. 5 月に入りましたので 10

月末まで皆さまクールビ

ズでお越しください。 

2. 青少年交換学生のジェッ

シー君に出席して頂いて

おります。後ほど鈴木会長

より 5月分のお小遣いをお渡し頂き、近況報告

をしていただきます。また、来週 5月 14日(水)

はジェッシー君の誕生日です。新世代委員会に

て 5 月 14 日午後 6：00 より「セルフィーユ」

にてジェッシー君の「バースデーパーティ」を

開催します。お時間のある方はご参加下さい。 

3. 本日午後 6：30～、次年度親睦活動・会場・会

員増強合同委員会が「みやこ」で開催されます。 

4. 5 月 14 日(水)、津島ＲＣ・あまＲＣ合同ゴル

フ大会が桑名カントリークラブで行われます。

参加されるメンバーの皆さん頑張ってきてく

ださい。 

5. 『ガバナー月信』5月号を回覧しました。 

6. 本日、例会終了後、役員・理事・委員長にて理

事会を開催します。該当の方は出席をお願いし

ます。 

以上です。よろしくお願いします。 

 

ニコボックス報告 第 2967回分 

水野人志ニコボックス委員 

鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会

長、寺島淳一幹事 ①藤まつり

も無事終わり、関係各位の皆様、

お疲れ様でした。 ②ＧＷも終

わり、皆様お元気でご出席いた

だきありがとうございます。 

後藤務君 ①三和スクリーン

本社の社長を長男に譲り、会長となりました。た

だ、子会社はまだ社長を続けます。②宅見さんに

旅行の写真をいただきました。 

浅井賢次君 ①ウォーキングをまた始め少々疲労

気味です。顔の黒さが目立ちます。②伊藤幸蔵君

の卓話が楽しみです。③余郷さん始めニコボック

ス委員の方、ご苦労様です。 

飯村理君 長女が 7歳、次女が 4歳の誕生日を迎

えました。子供の成長の早さを実感しています。 

浅井彦治君 天王通りの浅井薬局津島店の全面改

装をいたしました。 

根崎健一君、水野憲雄君、大河内勝彦君、横井知

代君、伊藤祥文君、加藤隆朗君 日比一昭さん、

当選おめでとうございます。 

伊藤幸蔵君 本日卓話を担当します。 

高木輝和君 伊藤幸蔵君の卓話ガンバッテくださ

い。すぐに帰ります。 

宇佐美三郎君 本日崇敬会の総会があります。ロ

ータリークラブさんには大変お世話になっていま

す。ありがとうございます。 

加藤泰一郎君 先月の例会は全部休みました。ま

たがんばって出席します！ 

坂井裕君 委員会を欠席しました。 

佐藤雅彦君 天王川公園の藤まつりに妻と子供で

行きました。とてもきれいでした。 

生田達一君、山本達彦君、山田勝弘君、余郷利彦

君、前田昭生君、水野人志君 ウィークリーに写

真が載りまして。 

八谷潤一君、松崎安孝君、幅辰雄君、篠田廣君、

小林啓子君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：伊藤幸蔵君  

演  題：「ミャンマー行ってみたら 

こんなトコ」 

浅井さ

ん、宅見

さん、高

木さん、

後藤務さ

ん、三谷

さん、そ

して私の 6人は、4月の訪

台の後、3泊 4日でミャン

マーへ行きました。 
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  そん時の話を卓話ではするつもりでしたが、専

門のイタリアの話をしているうちに時間がなくな

ってしまい、大変残念でした。 

 最近、アジアでもめっきり見かけなくなりまし

た腰巻姿。ミャンマーの伝統的な衣装であります。

それは巻きスカートと言いますか、この腰巻は大

変便利な優れものです。スカート風ですが、男性

も女性も着用します。単な

る腰巻だけでなく、風呂敷、

カバン、頭に載せれば日除

け、物載せ、ターバンにも

早変わりします。困った時

の簡易トイレにもなりま

す。 しかし、ミャンマー

もだんだん西欧化でジー

ンズ姿が多くなってきま

して、寂しく思います。 

 ミャンマーでは腰巻姿

で、サンダルばきでも高級ホテ

ルでも、高名なお寺でも大丈夫、

失礼には当たりません。お寺で

のお参りは原則靴だけでなく、

靴下、ストッキングも脱ぐ必要

があります。 

←これは、観光でいただい   た「食べるお茶」

です。発酵させたお茶と、揚げたニンニク、玉ね

ぎなどと別々の袋に入ってました。ビールのおつ

まみにピッタリです。 

 
誕生日祝福 

八谷潤一親睦活動委員長 

八谷 潤一君（ 1日） 

松崎 安孝君（12日） 

横井 知代君（23日） 

古川 弘一君（26日） 

鈴木 吉男君（31日） 

 

夫 人 

杦田勝彦夫人（ 3日） 

住田由純夫人（16日）  飯村 理夫人（17日） 

伊藤幸蔵夫人（18日）  後藤 務夫人（21日） 

 

結婚記念日祝福 

鶴見 治貞君（ 1日）  宇佐美三郎君（ 5日） 

伊藤 幸蔵君（ 9日）  吉田 康裕君（ 9日） 

横井 知代君（17日）  松崎 安孝君（22日） 

寺田 健一君（25日）  遠山 孝義君（29日） 

 

 

 

 

 

 

 

  その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新世代委員会 

加藤則之新世代委員長 

 青少年交換学生

ジェッシー・ラフラ

ンンス・ロビノー君

の 19 歳の誕生日 5

月 14日(水)夜、「セ

ルフィーユ」にて、

ホストファミリーの横井啓泰夫妻、成田時規夫妻

とお子さん、藤井圓隆夫妻、そして津島ＲＣ会員

17名がバースデーパーティを開催し、和気あいあ

い楽しみました。西尾張ＣＡＴＶに取材していた

だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝川林一 

直前副会長 

 今日は三谷さん

も欠席だがね 

加藤則之 

新世代委員長 

ジェッシー君と

鈴木吉男会長 

藤井夫妻 

成田夫妻 

安江会長エレクト 

横井夫妻 

 おかげ様で、楽し

いパーティーに

なりました！ 
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次回例会 

第 2959 回 ’14 年 5 月 25 日（日） 

≪日帰り家族会≫ 

～伊賀牛と甲賀・伊賀の忍者屋敷巡り～ 

8：00 津島商工会議所集合 8：10出発 

  

次々回例会 
第 2970 回 ’14 年 5 月 30 日（金） 

卓話担当：田中正明社会奉仕委員長 
講  師：あま市美和歴史民俗資料館学芸員 

近藤 博氏 

弥富市歴史民俗資料館学芸員 

服部一宏氏 

演  題：「100年事業を振り返って」   

お知らせ 

■次年度クラブ広報･ニコボックス合同委員会 

と き：5月 16日（金）18：00～ 

ところ：朝日寿し 

 

■第 2回次年度役員理事委員長会議 

と き：6月 3日（金）18：00～ 

ところ：朝日寿し 

 

 

 

 5月 14日(水)、桑名ＣＣにて津島・あまＲＣ合

同ゴルフ大会が開催されました。かろうじて雨を

免れた曇天でしたが、熱中症になることもなく大

いに楽しみました。団体優勝はあまＲＣ、個人は

幅辰雄君でした。津島ＲＣでは山本達彦君の優勝。  

 次回は 6月 19日(木)に開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年交換だより 

5 月 8 日、カナダの成田浩規君から 4

月のマンスリーレポートが届きました。 

 

学校の状況 

先月末からミュージカルの練習が始まり毎日が

とても忙しいです。一週間のうちに 5～6日練習が

あり、日によっては夜の 10時頃まで練習が続きま

す。数少ない休みの日は身体を休めたり、ホスト

ブラザーや友達とどこかへ出かけたりしました。

最近は暖かくなってきたので公園へバスケットボ

ールをしたりトランポリンで遊んだりもしました。

体育のクラスでも外での活動が増えてきました。

暖かくなってきたと言ってもまだ雪は少し残って

いて 4 月末にすべて融けたかとおもいきや、その

次の日に大雪となりました。さすがに今は全てな

くなっていますが、少し驚き感動しました。 

 

ホストロータリークラブとの関係 

4 月 24 日にプレゼンテーションをしました。 

学校を休み朝から準備をして夕方にディナーとし

て日本料理を作り、その場で発表をしました。日

本料理と言ってもカナダでは揃えられる品が限ら

れ、また約 70人という人数分を作らなくてはいけ

ないため簡単に作ることができるだろうサラダ、

煮込みハンバーグ、お好み焼き、巻き寿司、肉じ

ゃが、わらび餅、緑茶を用意しました。すべての

食材が簡単に手に入ったのですが、レシピ作りが

大変でした。70人分の料理なんて作ったことがな

いし、全員に足りるよう、また作りすぎて余らな

いようにホストマザーと相談しながらレシピを完

成させました。このプレゼンテーションは 5月 11

日から行くロータリーのカナダ横断旅行のための

募金と地区としての行事でシェルターボックスへ

の募金を兼ねていました。たまたまホストシスタ

ーたちが帰省していたので、一緒に手伝ってもら

いました。彼女たちは舞妓さんの化粧をし、ウェ

イトレスとなってくれました。自分も歌舞伎のよ

うな化粧をしたつもりだったのですが、初めてし

たので子供の落書きのような顔になってしまいま

した。プレゼンテーションは大成功で、多くの人

が日本料理、日本文化を気に入ってくれました。

その光景も新聞として取り上げられました。写真

をここに添付しようとも考えましたが、9 月にあ

る帰国報告会のためにとっておこうと思います。 

 

その他の近況 

今はすごく忙しく、オリエンテーション、ミュ

ージカル、地区の年次大会、横断旅行、学校の期

末テストと休む暇がありません。今もちょうどミ

ュージカルの 3 回目の公演が終わり深夜に目をこ

すりながらレポートを書いています。ミュージカ

ルは全 5 回の公演だったのですが、5 月 8 日から

は年次大会、またそのまま旅行があるため他の 2

回分は参加できなく、とても残念です。今までの

3 回はどれもうまくいきました。これもまた動画

があるので、帰国報告会の時にでもその一部を見

せることができたらいいかなと思います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 幅 辰雄 44 51 95 22.80 72.2 

2 位 北野庸夫 43 42 85 12.00 73.0 

3 位 武藤正俊 41 40 81 7.20 73.8 

 

【合同ゴルフ結果】 

【津島ＲＣゴルフ結果(5月)】 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 山本達彦 45 46 91 12 79 

2 位 児玉 昭 55 55 110 28 82 

3 位 幅 辰雄 44 51 95 13 82 

 

 23 日(金) 


