本日の行事予定 (2014 年 6 月 20 日)
第 2973 回
≪クラブアッセンブリー≫

先回の記録（例会）
第 2972 回 ’14 年 6 月 13 日（金）
卓話担当：根崎健一君
講
師：愛知県警察本部警備部
災害対策課課長補佐
警部 落合健一氏
演 題：「東日本大震災に派遣された経験談と
愛知県警察の災害対策について」
ストレッチ体操 中野義光君
ロータリーソング 「日も風も星も」
ソングリーダー 寺島淳一君
ビ ジ タ ー 舩橋正員君（一宮ＲＣ）
加藤憲治君（あまＲＣ）
会 員 総 数 67 名
5 月 25 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員
40 名
本日出席会員 54 名
MAKEUP 会 員
27 名
本日の出席率 80.60％ 訂 正 出 席 率 96.49％
超 過 出 席 鈴木吉男君、三谷栄一君（第 2 回
地区内国際奉仕委員長会議）、鈴木吉男君、寺島
淳一君（西尾張分区会長幹事会）、児玉昭君（名
古屋清須ＲＣ）
会長挨拶
鈴木吉男会長
今週は大変でした。10 日に
ＲＩ国際大会から帰ってき
ましたが、その日に山田清三
さんが亡くなられたという
ＦＡＸが入り、びっくりしま
した。副会長と幹事に枕経に行っていただきまし
たが、お通夜、お葬式には間に合いました。ちゃ
んと私の行動を見てお亡くなりになったのかなと
思います。今朝は全米オープンがあり、サッカー
Ｗ杯が始まりました。私は 5 時からずっとテレビ
を見てまして、3 対 1 でブラジルが勝ったシーン

を見ました。これからしばらく寝不足するのかと
思います。
それでは国際大会の話
をちょっとさせていただ
きます。5 月 31 日の私の
誕生日に飛行機に乗って
11 時間、オーストラリア
に着きました。6 月 1 日は開会式ですが、時間に
間に合わなくて現地に着いたのは 3 時半か 4 時頃
でした。中華航空でしたので、オーストラリアに
着く前に 10 時間ほど台湾で待ちました。台湾の東
海ＲＣというのがありまして、日本語で話すクラ
ブで、その会員の息子さんが津島の方で店を開き
たいという話がありました。お父さんは息子をロ
ータリーに入れたい、津島ＲＣかもしれないとい
う話をしておりました。
2 年前から国際大会の時、ガバナーが地区の晩
餐会をやるようになりまして、昨年度は 200 名ほ
ど参加がありました。今年度は分区で参加者のと
りまとめをしまして、西尾張分区のあまＲＣから
も会長幹事はじめ 10 数名か来られました。ヒルト
ンで開かれましたが、今オーストラリアは大変物
価が高くてびっくりしましたが、以前ブリスベン
ＲＩ国際大会のときは物価が安くて快適でした。
宿泊したホテルの朝食が 38 ドル、日本円で 3,800
円ぐらいで高すぎてびっくりして、外でコーヒー
とパンを買ってきて食べました。それでも高いん
ですね。
シドニーの次にエアーズロックへ行きました。
私はそんな危険なところへ行かないので登りませ
んでしたが、話に聞きますと浅井賢次さんが登ら
れたそうです。途中で諦めた方もいました。うち
の嫁さんも登ってちゃんと帰ってくるかと心配し
ました。
その次にパースへ行きました。パースは日本人
が住みたい街のベストテンに入っているんですが、
たまたま日系の方にお会いしました。以前は日本
人がたくさん住んでいましたが、今は減っている
と話していました。物価が高くて日本に帰られた
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そうです。今いろんなところに中国人が投資をし
ていますが、現実に中国の方がいっぱいいらっし
ゃいました。ブランド品を売っている店がたくさ
んありまして、やはり中国人の買い物客ばかりで
した。台湾でも「カラスミ」が前は 1,800 円ぐら
いだったのが、今は 3,800 円ぐらいになっている
ということで、それも中国人が買い占めていると
聞きました。日本も経済成長途中の時は、皆さん
も海外に行かれて、いろんな物を買ってきたと思
いますが、中国が今その頃の日本と同じなのじゃ
ないかなと思います。
私は地区の青少年交換委員会にいて記憶があり
ますが、1962 年、日本と一番最初に青少年交換が
行われたのがオーストラリアです。第二次世界大
戦に参戦して負傷されたロータリアンが、日本と
青少年の交換をしたいとおっしゃいました。以来
10 年ほどはオーストラリアとの青少年交換が多
くて、毎年 100 人ぐらいが日本へ来ております。
今は日本よりもアメリカへ行きたいという人が多
くなったそうです。それは世界情勢を考えて自己
の将来のためになると考えてのことだと思います。

幹事報告
寺島淳一幹事
1. 太 陽 興 産 ㈱ の 松 本 浩 義
(まつもとひろよし)さんから入
会の申し込みがありまし
た。推薦人は伊藤哲朗君と
八谷潤一君です。先の持ち
回り理事会で承認されました。推薦に対してご
異議のある方は本日より 7 日以内に理由を記
載した書面を、事務局まで提出してください。
異議のない場合は 6 月 27 日(金)の納会にゲス
トとして出席いただき 7 月 4 日 (金)の次年度
初例会で入会式を行います。
2. 6 月 14 日(土)午後 6：00～、「地区役員及び会
長・幹事懇談会」が名鉄グランドホテルで開催
されます。鈴木会長と私が出席します。
3. 6 月 18 日(水)午後 6：00～、「地区新旧国際奉
仕委員会」が「千とせ家・伏見店」で開催され
ます。鈴木会長兼地区国際奉仕副委員長が出席
します。
4. 6 月 19 日(木)、桑名カントリークラブで今年
度最終のゴルフ部会が開催されます。また、夕
方より湯楽さんにて懇親会が開催されます。
5. 次週 6 月 20 日(金)の例会はクラブアッセンブ
リーです。本日、役員・理事・委員長の皆様に
は案内を配布いたしましたので、ご準備をよろ
しくお願いします。なお、当日委員長欠席の場
合は副委員長等にご依頼くださいますようお
願いします。
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 2972 回分
水野人志ニコボックス委員
加藤憲治君（あまＲＣ） いろ
いろお世話になってます。今日
は女房が出張(家出？)のため、
お邪魔しました。
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会
長、寺島淳一幹事 ①一宮ＲＣ
舩橋正員会長、ようこそおいで
くださいました。②卓話講師に愛知県警の落合警部
をお迎えして！

根崎健一君 本日の卓話を担当します。
余郷利彦君 中野義光交通安全協会津島支部長様
から優良運転者表彰を受けました。
鈴木吉男君 RI 世界大会のオーストラリア・シド
ニーに行ってまいりました。先の例会は伊藤副会
長にお世話になりました。
浅井賢次君 ①今朝はとても涼しく天王川、神社
のウォーキング、藤の棚の下の体操、とても快適
でした。②本年度あと 2 回の例会になりました。
皆さん楽しくやりましょう。Ｓ.Ａ.Ａ.より。③ニコボ
ックス余郷委員長始め委員の皆さんご苦労様です。
加藤則之君、余郷利彦君 あまロータリークラブ
の加藤憲治君をお迎えして。
山田勝弘君 新しい仲間がまた増えそうです。
浅井彦治君 高木さんからまた 1000 円いただき
ました。
佐藤雅彦君 水野さん、お世話になりました。
八谷潤一君、水野憲雄君、水野人志君 ウィーク
リーに写真が載りまして。
堀田力男君、生田達一君、片岡鉄君、相羽あつ子
君、小林啓子君 その他。
津島ＲＣ事務局のＳ＆Ｓ 家族会の請求金額を間
違えてしまいまして、申し訳ありません。反省!!

卓 話
卓話担当：根崎健一君
講
師：愛知県警察本部警備部
災害対策課課長補佐
警部 落合健一氏
演 題：「東日本大震災に派遣された経験談と
愛知県警察の災害対策について」
【落合健一氏プロフィール】
愛知県出身。
・平成 16 年、中部管区機動隊の小隊長として新潟
中越地震に、平成 23 年に同じく中隊長として東
日本大震災の災害警備に従事。
・平成 23 年～ 中村警察署警備課 課長代理。
・平成 24 年～ 愛知県防災局災害対策課 主任専
門員（出向）。
・平成 26 年～ 愛知県警察本部警備部災害対策課
課長補佐
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の派遣や東北 3 県に出向者を出して支援しており
ます。私も縁あって、災害対策の仕事をさせてい
ただくこととなりました。今後も愛知県民の命を
守るべく仕事を行って生きたいと思います。

その他

私は、3 月 11 日午後、当時勤務していた東警察
署ですさまじい揺れを感じました。東警察署に所
属する中部管区機動隊中隊長であったため、在室
している隊員に対して、すぐに出動準備をするよ
う指示をしました。またテレビから流れてくる津
波の映像を見て、被害の甚大さを考えて、食料等
の買い出しも合わせて行わせました。
その後、部隊の派遣調整などを行い、13 日の午
後、警察署を出発し、14 日の午前 0 時、浜名湖サ
ービスエリアに愛知県内の各部隊が集結しました。
当時の指示は、「派遣先は不明、東北方面へ機首
を向けよ」でありました。
派遣の道中については、極力タイムロスを減ら
すため、停車は給油のみ、給油後はすぐに出発を
繰り返しながらの道中でした。
不明であった派遣先は、道中で警察庁から指示
があり、「福島県へ迎え」「1 大隊は南相馬市」
「2 大隊は相馬市」との指示がありました。
私を含めた 1 大隊は、福島県南相馬市へ到着し、
任務は行方不明者の捜索を行うこととなりました
が、その準備中に、政府から福島原子力発電所の
事故による 20 ㎞圏内の屋内退避指示がなされま
した。内部被曝防止の放射性粉塵防止用防護服や
防塵用マスク、ゴーグルなどを完全着用し、20 ㎞
圏外直近での捜索を実施しました。
部隊拠点は原発事故の影響もあり、内陸の猪苗
代湖付近となり、南相馬市の捜索現場までは片道
4 時間の道のりであり、日の出前に部隊拠点を出
発し、日の出から日没までは捜索を実施し、その
後部隊拠点に戻るという任務であった。帰宅は深
夜になることから体力的にも厳しい勤務でありま
した。
捜索は、津波の直撃を受けた地区で実施しまし
たが、初めて現場に入った時に見た景色は、海も
見えない内陸の場所に漁船が横たわり、おびただ
しい瓦礫が一面に広がっておりました。「こんな
ところまで津波が来たのか」と思いました。
さらに海岸付近行くと、家はなく、家の基礎の
みが残されている状況でした。
部隊毎に捜索範囲を決めて、瓦礫をかき分けて
行方不明者の捜索を行いましたが、残念ながら生
存者の発見はできず、数名のご遺体を収容し、遺
族に引き渡すことができました。
警察の仕事は救出救助だけではなく、幅広い活
動をしております。発災から 3 年以上たった現在
でも、全国警察から福島県の原発警戒への機動隊

今年度副会長は
私です。

司会の
杦田勝彦君

野々山勝也幹事
エレクト
津島ＲＣの例会を
偵察しに来ました。

伊藤哲朗副会長

八谷潤一親睦
活動委員長
女房、早く帰っ
てこんかなぁ
…

一宮ＲＣの
舩橋正員会長
あまＲＣの
加藤憲治君

↑朝日寿しの山田清三君が逝去された
ため、昼食は弁当に変更
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アーチー・パンジャビ（女優）、デズモンド・ツ
ツ大司教、アミターブ・バッチャン（俳優）、ジ
ギー・マーリー（歌手）、アンジェリーク・キジ
ョー（歌手）をはじめとする世界の著名人が、ポ
リオ撲滅大使として参加しています。ロータリー
の活動への支援が高まる中、参加を申し出た著名
人の数は 3 倍に増えています。
世界中のビジネスリーダー、教育者、学生など、
多くの人びとが支援を表明し、現在のところ、こ
のＣＭは 3 時間半の長さとなっています。6 月 30
日のキャンペーン終了までに、写真 10 万枚の掲載
を目指していましたが、今回この目標が早めに達
成されたため、キャンペーン終了までにさらに多
くの参加が期待されています。
1985 年に開始されたロータリーのポリオプラ
ス・プログラムに世界中からこのような力強い支
援が寄せられていることで、ロータリーによるア
ドボカシー活動（各国政府による資金提供や予防
接種活動への働きかけ）に一層拍車がかかってい
ます。ＣＭに写真を掲載するポリオ撲滅専用サイ
トからは、ポリオへの寄付を行うこともできます。
1970 年代後半に、大規模なポリオ予防接種活動を
実施したロータリーはポリオ撲滅が可能であると
見極め、1988 年、世界ポリオ撲滅推進計画（ＧＰ
ＥＩ）の主要パートナーとなりました。ＧＰＥI
はこのほかに、世界保健機関(ＷＨＯ）、ユニセフ、
米国疾病対策センター(ＣＤＣ)、ビル＆メリン
ダ・ゲイツ財団がパートナーとなっている世界的
な協力組織です。ロータリーの参加以来、ポリオ
の発生件数は、年間 35 万件から 2013 年には 416
件にまで減少し、99％の撲滅が達成されています。
世界ポリオ撲滅推進計画におけるロータリーの主
要な役割は、ファンドレイジング(寄付推進)、ア
ドボカシー、社会動員です。さらに、パートナー
団体であるビル＆メリンダ・ゲイツ財団が、2018
年まで、ロータリーがポリオ撲滅のために集める
寄付のうち、年間 3,500 万ドルを上限とし、2 倍
の上乗せを行うこととなっています。

6 月 19 日(木)、久しぶりの快晴に恵まれ、暑い
ながらも、桑名ＣＣで参加者 15 名がゴルフを楽し
みました。坂井裕君が優勝、ゴルフの後は湯楽で
爽快な汗を流しました。
前年度会長杯は吉田康裕君でしたが、今年度は
誰？ 次回納会にて会長杯が贈呈されます。
順位
優勝
2 位
3 位

氏 名
坂井 裕
水野憲雄
稲垣宏高

OUT
41
41
45

IN
47
46
44

ｸﾞﾛｽ
88
87
86

Hcp
16
11
13

ﾈｯﾄ
72
76
76

RI ニュースリリース（5 月 30 日）
キャンペーンでギネス記録を樹立

日本や世界各国で社会貢献に取り
組む団体ロータリーは、この度ポリオ
撲滅支援キャンペーン「世界最大のＣ
Ｍ」によって、ギネス世界記録（写真
を使った最大の認識向上キャンペーン分野）を樹
立しました。このキャンペーンは、ポリオ撲滅専
用サイト（End Polio Now）上で行われてきた公共
奉仕広告で、ポリオ撲滅への支援を示すため、支
援者が「あと少し」のポーズ（親指と人差し指を
近づけるポーズ）をとった写真を掲載し、掲載さ
れた写真をつなげてＣＭとしているものです。こ
の度、171 カ国から 10 万枚の写真がこのＣＭに掲
載されたことを受け、ギネス記録となりました。
このキャンペーンには、ビル・ゲイツ、ジャッ
キー・チェン、ジャック・ニクラウス、Psy（サイ）、

次回例会
第 2974 回 ’14 年 6 月 27 日（金）
≪納 会≫
お知らせ
■今年度最終役員理事委員長会議
と き：6 月 26 日（木）18：00～
ところ：魚しま
■今年度次年度会員増強委員会
と き：6 月 27 日（金）18：00～
ところ：魚しま
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