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本日の行事予定 (2014 年 10 月 17 日) 

第 2989 回 
卓話担当：後藤亨君 
演  題：「高齢者が健康で快適に過ごす 

一考え方」 

 
合併号 

先々回の記録（例会） 

第 2987 回 ’14 年 10 月 3 日（金）晴れ  

≪ガバナー公式訪問例会≫ 
ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  大河内勝彦君 
ゲ ス ト  近藤雄亮君（第 2760 地区ガバナ

ー・名古屋瑞穂ＲＣ） 
        高須洋志君（第 2760 地区幹事・

名古屋瑞穂ＲＣ） 
ビ ジ タ ー  Mr.JOAN ALLISON (SOUTHPORT 

NORTH ＲＣ) 
              Mrs.FRED ALLISON ( 〃 ) 
             Miss MARGOT ALLISON ( 〃 ) 
会 員 総 数  67名    9月 12日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員  14名 
本日出席会員  60名    MAKEUP会 員  10名 
本日の出席率  89.55％  訂 正出席 率 98.41％ 
超 過 出 席 幅辰雄君、浅井賢治君、安江正博
君、鈴木吉男君、寺島淳一君（ＩＡＣ設立打合せ
inウール会館）、幅辰雄君、浅井賢治君、安江正博

君、寺島淳一君、加藤則之君（ＩＡＣ設立打合せ 
with地区 in津島東高校）、安江正博君、飯村理
君、伊藤哲朗君、山田勝弘君、浅井彦治君、幅辰
雄君、猪飼充利君、高木輝和君、寺田晏章君、服
部貴君、鈴木吉男君、松本浩義君、佐藤敬治君、
篠田廣君、野々山勝也君、加藤則之君、伊藤幸蔵
君、山田章博君、住田正幸君（ガバナー補佐訪問
例会クラブ協議会）、安江正博君、鈴木吉男君、
加藤則之君、寺島淳一君（ＩＡＣ設立打合せ in
津島東高校） 

 

会長挨拶 

安江正博会長 

国際ロータリーとビル・アンド・メリンダ・ゲ

イツ財団は、この度ポリオの撲滅活動を支援する

パートナーシップの拡大を発表しました。この新

たなパートナーシップは、今後 5年間、ロータリ

ーがポリオ撲滅に寄せる寄付に対して、ゲイツ財

団が 2倍の額を上乗せするというものです。 

 ロータリーがこれまで 20年

以上にわたるポリオ撲滅活動

で寄付した資金は 14 億ドル

（1,400億円）、ゲイツ財団は

4億ドル（400億円）寄付して

きました。しかし、2018 年ま

での活動資金としてまだ 15億

ドルが不足しています。あと

は資金不足を埋められれば、ポリオという恐ろし

い病気を撲滅できるはずです。皆様のご理解とご

支援をお願いします。 

 ところでビル・ゲイツ氏といえば、アメリカの

長者番付で 20 年連続首位であり、世界長者番付

でも 4年連続 1位でした。発表によると、ゲイツ

氏の資産総額は 720億ドル（約 7兆 2,000億円）

だそうです。これをアメリカの歴代の大富豪の資

産額（現在額に換算）と比較してみると、 

1位 ジョン・Ｄ・ロックフェラー 1,900億㌦ 

2位 アンドリュー・カーネギー  1,005億㌦ 

3位 コーネリアス・ヴァンダービルト 960億㌦ 

4位 ジョン・ジェイコブ・アスター 780億㌦ 

5位 ビル・ゲイツ         720億㌦ 

 独占禁止法が成立する 1890 年まで、アメリカ

の経済は少数の財閥が支配していました。石油王

ロックフェラー、鉄鋼王カーネギー、鉄道王ヴァ

ンダービルト、金融王モルガン、武器商人デュポ

ンなどが主な『財閥』です。 

 現在の大富豪ビル・ゲイツはようやく 5位に入

りますが、ロックフェラーを始めとした当時の富

豪たちの資産がいかに大きかったかがわかりま

す。これらの財閥は前述の独禁法により解体を余

儀なくされ、いくつもの会社へと分割されてしま

いましたが、社会や経済への影響力を失ったわけ

ではありません。 

 ロックフェラーが設立したスタンダード・オイ

ル社は、全米の石油精製の 90％を独占している

が、会社が 34社に分割された以後も、エクソン・
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モービルという世界最大の石油会社を支配して

います。ちなみに、世界最大の自動車会社ゼネラ

ル・モータースもロックフェラー家の会社です。

そして、現在の当主ジョン・Ｄ・ロックフェラー

4世は上院議員であります。 

 こうして築かれた政財界との太いパイプによ

り、ロックフェラー家ばかりでなく、かつての財

閥は今もアメリカの政治や経済に影響力を及ぼ

しているのです。19世紀に続々と誕生した財閥、

アメリカを語る上で見落としてはならない存在

であろう。 

 
ニコボックス報告 第 2987回分 

矢田潔ニコボックス委員 

近藤雄亮ガバナー、高須洋志

地区幹事 （ガバナー訪問費

をいただきました） 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 ①近藤

雄亮ガバナー、高須洋志地区

幹事（名古屋瑞穂ＲＣ）をお

迎えして。②浅井賢次君の友人 JOAN ALLISON君、

FRED ALLISON 君、MARGOT ALLISON 君(SOUTHPORT 

NORTH ＲＣ)をお迎えして。 

安江正博会長 本日はガバナー公式訪問例会で

す。よろしくお願いします。 

生田達一君、伊藤幸蔵君、加藤則之君、河西あつ

子君、住田正幸君、杦田勝彦君、高木輝和君、寺

田晏章君、矢田潔君、山田勝彦君、山田章博君、

余郷利彦君、横井知代君、吉田康裕君 近藤雄亮

ガバナーと、高須洋志幹事をお迎えして。 

浅井賢次君 ①オーストラリアから久しぶりに

アリソンさんご家族をお迎えして。②近藤ガバナ

ーをお迎えして。 

鈴木吉男君、寺島淳一君 第 1回ＩＡＣ例会が無

事終了し本日ガバナー訪問に認証状が間に合い

ました。来週宜しく御願い致します。 

高木輝和君、加藤則之君 浅井さんの友人 3名を

お迎えして。 

幅辰雄君 津島東高校ＩＡＣクラブ第 1 回例会に

11名の方に参加いただきありがとうございました。 

山田勝弘君 伊藤祥文宮司さんに大変お世話に

なりました。おかげさまで秋の大祭も無事終える

事ができました。 

宇佐美三郎君 昨日、税務四団体研修会が無事終

了しました。 

伊藤祥文君 秋祭りもよろしくお願いします。天

気良くしたいです。 

片岡鉄君 安江会長にお世話になりました。 

服部貴君、加藤隆朗君 中野義光君、ごちそうに

なりました。また、伊藤哲朗君『森伊蔵』おいし

かったです。ありがとうございました。 

水野憲雄君 坂井さん、たくさんの紅イモを収穫

できました。色もきれいで大変おいしいです。あ

りがとうございました。 

岡本康義君、伊藤祥文君 松崎先生にお世話にな

りました。 

伊藤祥文君、猪飼充利君、水野憲雄君 ウィーク

リーに写真が載りまして。 

堀田力男君、松崎安孝君、河西あつ子君、小林啓

子君、服部則仁君 その他。 

津島ＲＣ事務局Ｓ＆Ｓ 寺島さんにお世話にな

りました。 

 
卓 話 

≪ガバナー公式訪問例会≫ 
卓話担当：近藤雄亮ガバナー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津島ＲＣでは、新しいインターアクトクラブを

設立し、次週は RI 認証状伝達式を行うというこ

とで、大変おめでとうございます。また、今日は

オーストラリアからビジターが来られ、津島ＲＣ

はインターナショナルですね。 

ロータリーは 1905 年に発足しましたが、1962

年、アメリカ・フロリダ州のメルボルンＲＣに初

めてＩＡＣが結成されました。日本でもすぐ

1963 年に、設立間もない仙台東ＲＣが提唱した

仙台育英学園高校にＩＡＣができ、世界中に広が

って、愛知県では 1964 年、豊川ＲＣ提唱の豊川

高校にＩＡＣができました。 

地区では、数年前から青少年育成に力を入れて

います。ロータリーの青少年育成活動にはＲ財団

奨学生、平和フェロー、米山奨学生、青少年奉仕

プログラム(インターアクト、ローターアクト、

ＲＹＬＡ)、青少年交換があります。平和フェロ

ーは 2760地区に 1人しかいません。もう 1 人が

挑戦中ですが、まだ(合否の結果が)わかりません。 

ポリオ撲滅について、安江会長からお話があり

ましたが、インドでは 3年間発症がなく、ポリオ

撲滅宣言をしました。残るはパキスタン、アフガ

ニスタン、ナイジェリアの 3国です。日本でも子

供は必ずポリオの予防接種をしますが、ポリオに

かからないようにするのは、子どもの将来のため

ですから、ポリオプラスも青少年育成のひとつだ

と思っています。 

 

近藤雄亮ガバナー   高須洋志地区幹

事 
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先回の記録（例会） 
  第 2988 回 ’14 年 10 月 10 日（日） 
≪津島東高校ＩＡＣ認証状伝達式≫ 
場所： 津島商工会議所 大ホール 
時間： 例  会 16：00～ 

講演会 16：45～ 
懇親会 17：30～ 

ロータリーソング 「インターアクトの歌」 
ご  来  賓 日比一昭津島市長 
参 加ＩＡ Ｃ  
桜花学園高等学校ＩＡＣ顧問 河合保昌氏 

 愛知啓成高等学校ＩＡＣ顧問 川添洋一郎氏 
            会長 各務実来さん 
            幹事 竹村百香さん 
第 2760地区関係 
 近藤雄亮ガバナー 
野杁章夫西尾張分区ガバナー補佐 
地区ＩＡ担当ガバナー補佐 黒田勝基君 
地区青少年奉仕委員長 秋田敬治君 
地区ＩＡ委員会委員長 奥田清仁君 

    〃    副委員長 日高啓治君 
    〃       〃   佐藤裕彦君 
    〃     委 員 鈴木博文君 
    〃      〃   大島賀樹君 

〃   〃   渋谷文平君 
地区ＲＡ委員会委員長 西本一幸君 

 地区ＲＹＬＡ委員会委員長 谷山芳和君 
    〃    副委員長 金山明史君 
 地区青少年交換委員会委員長 岡田雅隆君 
    〃     副委員長 岩月雅章君   
会 員 総 数  67名    9月 19日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員   13名 
本日出席会員  45名    MAKEUP会 員    8名 
本日の出席率  67.17％  訂 正出席 率 96.88％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、飯村理君、伊藤祥文
君、三谷栄一君、野々山勝也君、高木輝和君、山
田章博君、安江正博君（会場委員会） 

 
【式 典】 

認証状伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近藤ガバナーから、お

礼状が届きました。 

近藤ガバナー

より、堀田航平

ＩＡＣ会長に

RI 認証状が渡

されました。 

式典司会の濵崎

博之ＩＡＣ幹事 

安江会長より近藤ガバ

ナーへ、ガバナー公式

訪問例会記念寄付目録

をお渡ししました。 

三谷栄一副会長より

ゲスト、ビジター紹介 
ビジターは浅井賢次君の

長年の友人ご家族 

→ 

MARGOTさんと JOAN ALLISONさん 

FRED  

ALLISONさん 

野々山勝也幹事 
中野義光   司会の飯村理 

親睦活動委員   会場委員 

例会前の会長幹

事懇談会には、次

年度の三谷会長、

山本幹事も出席

しました。 
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主催者挨拶 

堀田航平津島東高校ＩＡＣ会長 

皆様、こんにちは。堀田航平で

す。ＩＡＣ初代会長に任命され、

とても光栄に思います。本日は本

校ＩＡＣのためにこのような最

大な式典を開いていただき、とても感謝していま

す。ありがとうございます。 

津島東高校はこれまで地域イベントや募金活

動、清掃活動、ボランティア活動に積極的に取り

組んできました。今後はＩＡＣとしてこれらの活

動をさらに充実させていきたいと考えています。

これからもご支援ご協力をどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

津島ＲＣ会長挨拶 

安江正博会長 

津島ＲＣ会長の安江正博で

ございます。高い席からではご

ざいますが、皆様方に感謝の意

を込めまして、一言歓迎のご挨

拶を申し上げます。 

只今、近藤ガバナー様より、国際ロータリーか

らの認証状を愛知県立津島東高校インターアク

トクラブにご伝達頂き、提唱ＲＣの会長として、

身の引き締まる思いであります。 

そして、本日大変お忙しい中、ご来賓としてお

越しいただきました日比津島市長、RI第 2760地

区からは近藤ガバナー様、奥田ＩＡ委員長様始め

ロータリー関係者の皆様、そして地区の各ＩＡＣ

の多くの会員の皆様、急な呼びかけにも関わらず、

多数ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

津島東高校の橋本校長、木村教頭始め担顧問の

先生方が、ＩＡＣ19 名のメンバーのこれからの

地域社会での各種奉仕活動と、その活動が国際間

の理解に貢献する活動になるように見守り、支援

していただけることも、大変心強く思っています。

我々津島ＲＣは提唱クラブとして、皆さん方の楽

しく意義ある奉仕活動を支え、その中から、奉仕

活動の斬新なアイディアをもらいながら、共に歩

んでまいりたいと考えています。 

ご承知のように、ＩＡＣは、1960 年、ハロル

ド T・トーマス RI 会長による“青少年が地域社

会に対して積極的に関心を持つよう促し、リーダ

ーとして成長する機会を青少年に提供しよう”と

の提唱のもと、1962 年に米国フロリダ州メルボ

ルン高校の 23 名のクラブが、最初に認証を受け

発足しました。以来 52 年が経ち、本日、ここに

愛知県立津島東高校が地区 16 番目のクラブとし

て認証いただいたわけであります。 

津島東高校は、今までも地域の奉仕活動として、

神守地区の『いきいきウォーキング』、『藤まつ

りでのまち並み散策事業』や障害者施設『しらさ

ぎフェスタ』でのボランティア参加、また、赤い

羽根共同街頭募金活動など多くの事業に積極的

に参加し、実績を積んでおられます。これらの奉

仕活動をもとに、更なる活動の輪が広がるように、

津島ＲＣと致しましても、提唱ＲＣとして、力強

く支援を続けて参りたいと思っています。 

本日の認証状伝達式を祝い、ご参集くださいま

した皆々様に、重ねて御礼申し上げまして、私の

ご挨拶とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 そして、最後に、津島東高校イＩＡＣの活動支

援金として、半期分を贈らせていただきます。 

 

ガバナー挨拶 

近藤雄亮ガバナー 

 今日ＲＩより認証状を津島東

高等学校にお渡しできたことは

大変名誉であり、嬉しいことです。

本当におめでとうございます。 

 第 2760 地区では 16番目です。

ＩＡＣはクラブ活動だと思われるかもしれませ

んが、ロータリーによって提唱され、ロータリー

のファミリーになるという意味で、我々ロータリ

アンも家族が一つできたということで、津島ＲＣ

は特に思いが強いと私は思います。津島ＲＣが提

唱して良かったと思えるように、皆様方も話し合

って活動して欲しいと思います。 

ロータリーの世界大会で、新世代の発表を聞き

ました。ＩＡＣのコンテストで優勝したチームは、

学校の校庭を耕して畑を作り、野菜を育てて売り、

そのお金を奉仕活動の寄付に充てたそうです。売

った野菜はすごいおいしくて町中に喜んでもら

え、寄付をして感謝されたそうです。 

要するにみんなで力を合わせて努力すること

です。ロータリーのいろんな会議の場で、発表す

る機会があります。頑張っている姿をロータリア

ンにも見せてください。難しいことは考えずに、

力を合わせて、ロータリアンや学校の先生にバッ

クアップしていただけるので、和気藹々楽しくや

っていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。どうもおめでとうございました。 

 

地区インターアクト委員長挨拶 

奥田清仁委員長 

 インターアクトというのは「イ

ンターナショナル・アクション」

で、国際的にも 20 万人以上の若

者が活動しています。日本では

1963年、仙台育英学園高校ＩＡＣが最初でした。

第2760地区では1964年に豊川ＩＡＣが設立され、

50 周年になります。この地区で節目に当たる年

に津島東高校ＩＡＣが設立されることになりま

す。地区には 15 のＩＡＣがあり、それぞれの特

色を出しながら、募金活動や、清掃活動、障害者

や高齢者の支援活動といった地域でのボランテ
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ィア活動を活発に行っています。今後、津島東高

校ＩＡＣが様々な活動を通じて成功し、発展され

ますことをご祈念申し上げるとともに、地区ＩＡ

委員会としても支援させていただくことをお約

束し、お祝いの言葉とさせていただきます。本日

は誠におめでとうございます。 

 

来賓挨拶 

日比一昭津島市長 

皆さん、こんにちは。このたび

津島ＲＣが県立津島東高等学校

にＩＡＣを設立されたことは、未

来を担う皆様方高校生にとり、見

識を広げることができ、とても素

晴らしいことであります。実は私も、かつて津島

ＲＣでＩＡの委員長をさせていただきました。い

ろいろな企画が可能です。どしどし提案され、お

おいにＩＡＣが盛り上がることとを期待します。

ＩＡＣは他校や社会との交流の場を通じて、その

精神である社会奉仕、国際的な理解を深めること

ができます。皆様方が大きく飛躍されますことを

期待しますし、津島市からも、一生懸命お力添え

をしていく覚悟でございます。 

ここにご出席の皆様方のますますのご健勝と

ご活躍を祈念申し上げ、挨拶とさせていただきま

す。本日は本当におめでとうございます、期待し

ております！ 

 

津島東高等学校長挨拶 

橋本敏弘高校 

本日は本校のＩＡＣ認証状伝

達式を、このように盛大に開催し

ていただき、心から感謝しており

ます。ご臨席賜りました津島市長

日比一昭様、地区ガバナー近藤雄亮様、地区 IＡ

委員長奥田清仁様はじめロータリークラブの皆

様方、どうもありがとうございます。さらに、日

比様、近藤様、奥田様からは、期待と激励のお言

葉をいただき重ねて感謝申し上げます。 

本校は昭和 53 年開校以来今日まで、地域の期

待に応えるため学習活動や部活動だけでなく、環

境奉仕活動やボランティア活動を地域の皆様と

連携しながら展開するなど、様々な教育活動をし

てまいりました。この間、社会はグローバル化が

急速に展開し、生徒にも異なった文化や異なった

背景を持つ人々を互いに尊重しながら逞しく生

きていく力をつけさせることが求められるよう

になり、本校でも国際理解教育の充実を課題とし

て取り組んでおります。 

そうした中、津島ＲＣの皆様からＩＡＣ提唱の

お話をいただき、本校の国際理解教育がさらに充

実するものと考えております。 

ここで、本校の教頭、並びにＩＡＣの顧問を紹

介します。（略）これから顧問を中心にロータリ

ークラブの皆様と連携しながらＩＡＣを充実さ

せ本校にさらに活力が加わるよう、頑張っていき

たいと思います。 

最後に本日の認証状伝達式の運営にご尽力い

ただきました津島ＲＣ青少年奉仕委員会の皆様

に感謝申し上げまして挨拶とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

 
【記念講演】 

講師：ロータリー平和フェロー第 9期生 

水野ショー真希さん 

演題：世界の中の日本」 

 

私達は日頃世界平和とか国

際協力とか、日々の生活にはあ

まり頭にないと思います。世界

には 195の国があり、日本がひ

とつの国であるということを

何回意識することがあるでし

ょうか？ 町の中に外国人住民の数が増えまし

たが、話をする機会はあっても理解することはあ

まりないように思えます。今日は 3つ、発展途上

国や世界の問題、世界に依存する日本、日本への

紛争の影響についてお話ししたいと思います。 

世界 195の国の中で 150ヶ国、57億人、約 80％

の人々が発展途上国で生活しています。貧困問題

や紛争があり、充分な飲食料が得られない、教育

や医療が受けられません。仕事がなく貧しいので、

社会不安を招き紛争の原因にもなります。地球全

体で環境破壊や感染症がおこっています。だいた

い地球の南側です。 

地球規模で起こることをグローバル化と言い

ます。西アフリカで広がるエボラ出血熱、先月末

にはアメリカで感染者が見つかりました。これを

食い止めようと活躍した日本人で、帰国した人も

あります。遠い国で起きていることが私達に全く

関係のないことではないと思います。 

シリア、イラクといった中近東にイスラム国家

を作ろうという動きがあります。この集団に共感

して他の国の若者達が参加しています。この人た

ちが自分の国へ戻ったときに、その国の平和が揺

らぐのではないかという心配から、各国が警戒を

強めています。帰国しても国籍を剥奪するとオー

ストラリアが宣言しています。日本でも、北海道

大学の学生が、イスラム建国に参加しようとした

とニュースで報じられました。  

 交通機関の発達で国を越えた人の動きが多く

なり、インターネットといった通信の発達で、ど

んな情報もまたたくまに発信でき、地球全体へと

広がる危険を持つようになってきました。私たち

自国の問題だけではなく、いつも地球で何が起こ

っているかを知って、世界各国と日本の関係を理

解しながら、一人一人が何ができるかを考えるこ

とが大切になってくると思います。 
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次回例会 

第 2990 回 ’14 年 10 月 24 日（金） 

卓話担当：米山奨学委員長 篠田 廣君 

職業奉仕委員長 加藤則之君 

 演  題：『米山月間、 

職業奉仕月間によせて』 

お知らせ 

■津島東高校ＩＡＣ第 2回例会 

 と き：10月 24日（金）16：00 

 ところ：津島東高校 

 （※メークアップ対象です） 

 私たちの生活は多くの他の国の人たちの活動

によって成り立っています。多くの物が発展途上

国で作られ、輸入されています。日本の食糧自給

率は、今 40％以下ですね。食糧のほとんど、エ

ネルギーは 80％、鉱物などの資源のほぼ 100％が

輸入です。経済では、タイ、インドネシアなどア

ジアの国々が元気になっていくに従って、アジア

の国々の購買力も増え、それによって日本の経済

も支えられています。人件費、原材料、コスト削

減などで日本の企業にとって特に開発途上国は

なくてはならないものになっています。発展途上

国と日本の関係を良好に保っていくのはとても

大切なことです。世界で起こっている人も物も金

もグローバル化が進んだ今、発展途上国で作られ

たもので私たちの暮らしが維持されていること

を意識したいと思います。私たちは日本という一

国だけでは生活できなくなっています。 

 2010 年からシリアの紛争が続いています。シ

リアはとてもきれいな街だったそうです。避難民

が増え続け、300万人を超えました。日本にも 52

名の方がいらっしゃいます。「避難民」申請をし

て認定されて初めていろんな権利を得ることが

できますが、日本政府の難民審査には厳しいもの

があります。日本国民の安全を保障しなければな

らないからです。申請した 52 人は、まだ一人も

認定されていません。 

私は国連難民高等弁務官事務所で働いていた

時に、避難民の方とお話をしました。家族の一人

が安全な国へ行き、認定をもらって家族を呼びよ

せるという手続きをするそうです。去年、3260

名が日本政府に難民申請をしましたが、認定が下

りたのは 6名です。アラブ語の人が多く英語がわ

からず、何年も孤独の中に置かれているそうです。 

地球全体の問題を世界各国が力を合わせて取

り組む国際協力に、日本はとても重要な役割を果

たしています。2014 年は日本が「コロンボプラ

ン」に加盟して 60 年になります。国が行う政府

開発援助、大学などの機関が国際協力を行ってい

ます。企業の社会的責任という国際協力の分野、

自治体などの募金、寄付など市民レベルの国際協

力も行われています。地球温暖化や資源不足など

地球規模の課題は年々増え続けています。国と国

が協力して国際的な取り組みが求められている

今、世界に目を向けて、安全で平和な世界を築く

ことは、日本国民にとって世界に対する義務とい

ってもいいと思います。 

これから日本を担っていく皆さんはラッキー

です。何を始めるにも一人ではなく 20 名の同志

がいるわけですから、世界に目を向けてそのつな

がりを感じながら、どういうふうに自分たちの活

動を地域からグローバルにつなげていくことが

できるかを考えながらインターアクトの活動を

してください。ありがとうございました。 

 

【懇親会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 10月 24日（金）、津島東高校にてインター

アクトクラブ例会が開催されます。時間は午

後 4時からです。都合のつく方はぜひ顔を出

してください。 

2. 11月 1～3日に開催される地区ロータリーデ

ーイベント「ワールドフード＋ふれ愛フェス

タ(WFF)」のチケットをお配りしました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 17日（金）第 2989回 幹事報告 
 

野杁章夫ガバナー補佐の

音頭で乾杯!! 


