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本日の行事予定 (2015 年 4 月 3 日) 

第 3011 回例会 
卓話担当：八谷潤一君 

講  師：津島市立南小学校長 浅井厚視氏 

演  題：「天王子ども塾の歩み」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3010 回 ’15 年 3 月 27 日（金）晴れ 

卓話担当：滝川林一君 

演  題：「ネパール アンナプルナ山群」 
ストレッチ体操 服部則仁君 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

ソングリーダー  寺島淳一君 

ビ ジ タ ー 東海広光君(あまＲＣ次年度会長） 

西川広樹君(あまＲＣ次年度副会長） 

児玉憲之君(あまＲＣ次年度幹事) 

加藤憲治君(あまＲＣ次年度クラブ

広報委員長） 

会 員 総 数  67名   2月 27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  55名    MAKEUP 会 員    9名 

本日の出席率 82.09％ 訂 正出席 率  98.44％ 

超 過 出 席 安江正博君、三谷栄一君、野々山

勝也君、後藤務君、稲垣宏高君、伊藤幸蔵君、加

藤則之君、前田昭生君、滝川林一君、寺田晏章君、

山田勝弘君（第 12回役員・理事・委員長会議） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

今日はあまクラブの次

年度会長、副会長、幹事、

広報委員長さんがご挨拶

にお見えです。これからも

末永くよろしくお願いい

たします。そろそろ私の任

期も終わりに近づいてま

いりました。あまり堅苦しい話はいたしませんの

で、もうしばらくお付き合いください。 

 昔から「英雄色を好む」といい、「女好きは出

世する」とも言われています。事実、色欲をいつ

までも失わない人は、老いても若々しさを保って

います。但し、その持ち方によっては身を滅ぼす

から気をつけたい。 

 色欲で身を滅ぼした人物は少なくないが、芸能

界やスポーツ界なら、本職で名誉を回復させるこ

とは可能です。しかし政治の世界では、総理大臣

であっても、女性スキャンダルがバレたら命取り

になります。戦前ならいざ知らず、女性票が当落

を左右するいまは、時代が違います。 

 身近なところでは、平成になって初めての総理

となった宇野宗佑（そうすけ）氏がそうです。わず

か 69 日間の短命内閣となった直接のきっかけは、

女性スキャンダルだった。総理就任の数日後に、

早くも週刊誌が神楽坂の芸妓の告白を掲載する。

これが外国のメディアを騒がせ、やがて日本国内

でも一大スキャンダルとして大々的に報道され

ました。芸妓によると、宇野氏は「愛人になって

くれたら、これだけ出す」と、指を 3 本立てた。

芸妓は 300 万円だと思ったが、彼の 3 つは 30 万

円だった。これが芸妓の怒りを買い、雑誌への暴

露につながった。総理大臣の愛人が、バブルの絶

頂期にたった 30 万円では、怒るのも無理はあり

ません。中小企業の経営者でも、愛人にマンショ

ンを買い与えていた時代です。 

 その 1か月後の参院選挙で、自民党は女性票が

大量に離れた結果、歴史上類を見ない大惨敗を喫

する。翌日、宇野氏は退陣を表明した。史上 4

番目の短命内閣だった。中途半端な色欲なら、持

っていないほうがマシという典型的なエピソー

ドだろう。 

 ロシアの文豪トルストイの言葉に、「われわれ

を一番強くつかむ欲望は、淫欲のそれである。そ

の方面の欲望は、これで足れりということがない。

満足させればさせるほどいよいよ増長するもの

である」と、あります。 

やはり、色欲を野放しにしておくと危ない。手

綱を引き締めるべきところでは、しっかり引き締

める必要がありそうです。それと、不倫にはそれ

なりのルールがあることを心得ておいてほしい

と思います。 
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ニコボックス報告 第 3010回分 

伊藤幸蔵ニコボックス委員長 

東海広光君（あまＲＣ次年

度会長）、西川広樹君（あ

まＲＣ次年度副会長）、児

玉憲之君（あまＲＣ次年度

幹事） 本日表敬訪問させ

ていただきました。7月から

始まります 1 年間どうかよ

ろしくお願いいたします。 

加藤憲治君（あまＲＣ次年

度クラブ広報委員長）①皆様には公私共にお世話

になっています。本日は付き添いです。②愛西市

観光協会が木曽川観光船の運航を始めました。是

非楽しい体験をしてください。 

安江正博会長、三谷栄一副会長、野々山勝也幹事、

後藤務君、生田達一君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、

児玉昭君、坂井裕君、佐藤敬治君、佐藤雅彦君、

住田正幸君、高木輝和君、寺島淳一君、山本達彦

君 ①あまＲＣの 2015-16年度東海広光会長、西

川広樹副会長、児玉憲之幹事、加藤憲治クラブ広

報委員長をお迎えして。 

安江正博会長 滝川林一君、本日の卓話よろしく

お願いします。 

滝川林一君 本日卓話を担当します。 

浅井賢次君 ①松崎院長先生にお世話になりま

した。②高木さん他皆さんグアムよりお帰りなさ

い。息子が大変お世話になりました。③ハワイ・

アラモアナＲＣ会員から是非また来てください、

お待ちしておりますとニコボックスのお礼を合

わせ、お手紙をいただきました。 

余郷利彦君、伊藤祥文君 おみと祭が好天のなか

無事終わりました。 

伊藤哲朗君 三男が卒業して就職することにな

りました。これで子育て完了、バンザイ!! 

野々山勝也君 ①昨日のロータリーゴルフ例会

で優勝しました。②本日欠席させていただきます。

山本幹事エレクトよろしくお願いします。 

後藤務君 野々山幹事のゴルフ例会優勝でゴチ

になりました。ありがとうございました。 

篠田廣君 ①坂井さんにお世話になりました。 

②ロータリーゴルフ入賞しました。 

吉田康裕君 ゴルフ例会、欠席ばかりですいませ

ん。4/9は出席します。お手やわらかにお願いし

ます。 

水野憲雄君 今年も年がいもなくゴルフ合宿を

しました。一緒のメンバーさんにはお疲れ様でし

た。 

高木輝和君 グアムで、4日間で 5ランドやりま

した。白い顔が黒くなりました。皆さんにも大変

お世話になりました。 

矢田潔君 高木さん、グアムのゴルフツアーご苦

労様でした。顔に疲れの症状が出ております。治

してください。 

幅辰雄君 グアムより無事に帰りました。水野先

生にお世話になりました。またゴルフは 5ラウン

ドしました。 

浅井彦治君、伊藤哲朗君 水野先生にお世話にな

りました。 

長田一郎君 バッジを忘れました。 

児玉昭君 ウィークリーに写真がのりまして 

小林啓子君、杦田勝彦君、八谷潤一君、河西あつ

子君、根崎健一君、堀田力男君、長田一郎君 そ

の他。 

 
卓 話 

卓話担当：滝川林一君 

演  題：「ネパール アンナプルナ山群」 
 

8000ｍ峰を含む２つの山

群が同時に眺望できるゴラ

パニ峠へトレッキング「アン

ナプルナゆったりトレッキ

ングとヒマラヤの温泉」のキ

ャッチフレーズに誘われて

春のネパールへ行ってきま

した。 

今回はアンナプルナ山群

を眺めながらのトレッキングです。場所はネパー

ルの北西で山群の北はＴＩＢＥＴです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都カトマンズからイエ

ティ（雪男）エアーライン

で湖畔の街ポカラへ。ナヤ

プル（1070ｍ）からシェル

パ達とトレッキング開始。

ジョムソン街道の石畳の道

をゆっくりとトレッキング。

遠くに聳（そび）える雪山や

足元に咲く草花や、ネパー

ルの国花「しゃくなげ」の

花を楽しみながら７日間歩

いてきました。 
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名前は一般にあ

まり知られてはい

ませんが、アンナプ

ルナⅠ峰（8031ｍ）

アンナプルナサウ

ス・マチャプチャレ

（フィッシュテー

ル・魚のしっぽ）タ

ウラギリⅠ峰（8167

ｍ）などの山群。山

好きにはたまらな

い美しい山々が連

なっています。 

エベレスト街道

から見上げるアマ

ダブラム（私が一番好きな山）・ローツェ・エベ

レスト（29028Ft）などの山々も素晴らしいです

が、違った雰囲気で楽しんできました。勿論大木

に咲く満開のしゃくなげも堪能してきました。 

日本に帰ってから大病を患い足が少し不自由

になり、今のところ登山は無理ですが、先日未練

がましく新しい登山靴を買いました。努力をして

「絶対」再びチャレンジします。 

2015年 4月 3日 72 歳の誕生日に誓う。 

 
米山奨学委員会 

地区米山奨学委員

会より、2015年度米山

奨学生の世話クラブ

依頼があり、次年度米

山奨学委員長の稲垣

宏高君にカウンセラ

ーの委嘱状が渡され

ました。 

 
 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年奉仕委員会 

幅辰雄青少年奉仕委員長 

①「第 1回ふるさと学習大賞」  

3 月 29 日(日)9 時半より、津島市立図書館 2

階にて「第 1回ふるさと学習大賞」の表彰式が開

催されました。予

想外に多い 635 点

の作品応があり、

優秀賞 8 点、努力

賞 14 点が選ばれ

ました。野々山勝

也幹事と幅辰雄青

少年奉仕委員長が

出席し、幅委員長

がひとことご挨

拶をしました。こ

の模様は西尾張

ＣＡＴＶが収録

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三谷栄一副会長 
山本達彦幹事

エレクト 

ストレッチ体操

服部則仁君 
ソングリーダー

寺島淳一君 

水野憲雄親睦

活動委員 

 シェーッ 

 棒振りは 

こうかな？ 

あまＲＣ次年度

会長東海広光君 

 いつも安江会長の挨拶

を楽しみに読ませてい

ただき、参考にしたいと

思います。次年度 1年間

よろしくお願いします。 

あまＲＣ次年度 

副会長西川広樹君 

あまＲＣ次年度

幹事児玉憲之君 

図書館１階入口ロ

ビーに受賞作品が

展示されました。 

参加賞の 

3色ボール

ペン↓ 
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次回例会 

第 3012 回 ’15 年 4 月 10 日(金) 

卓話担当：生田達一君 

演  題：「ふるさと知らずの 

ふるさと自慢」 

休会のお知らせ 

定款 6-1により 

4月 17日(金)は休会です。 

②続「第 23回ライラセミナー」写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3月 21～22日に行われた

第 23 回ライラセミナーに、

2013～14年度青少年交換帰

国生の成田浩規君が参加し、

写真を送信してくれました。

「知らない人が多い中、デ

ィスカッションを交わし、

一つのモノを作り上げてい

くのは貴重な体験だったと

ともに、少し成長できたのではないかと自分自身

思います」と成田君。 

 
ロータリーニュース(3月 16日) 

 

エイズを題材とした 

ドキュメンタリーで 

テリーアワードを受賞 

 

ロータリーの放送メディア部が制作したドキ

ュメンタリー短編映画「Rotary Family Health 

Days」が、2015年テリーアワード（Telly Awards）

の 2つの賞を受賞しました。テリーアワードは優

れた映像作品に贈られる栄誉ある賞です。 

このドキュメンタリーでは、アフリカの地域

社会が抱えるＨＩＶ／エイズの問題に焦点を当

てながら、米国と南

アフリカの 2 人の女

性の姿を追っていま

す。 エイズで娘夫婦

を亡くした南アフリ

カのメ・マリアさんは、2人の孫と一緒に暮らし

ています。孫の世話をしながら懸命に生きる彼女

の姿は、観る人に感動と勇気を与えます。 

一方、米国アトランタのロータリー会員、マリ

オン・バンチさんは、エイズで息子を亡くしたこ

とをきっかけに、全世界でのエイズ予防活動を始

めました。「ロータリー家族健康デー（Rotary 

Family Health Days）」の支援もその一つです。 

バンチさんは、ロータリーの 2014年「ウーマン・

オブ・アクション」の 1人としてホワイトハウス

で表彰されました。自ら設立したグループ、

「 Rotarians for Family Health and AIDS 

Prevention（家族の健康とエイズ予防のためのロ

ータリアン）」の代表責任者を務めています。こ

のグループは、保健プロジェクトに力を入れてい

るロータリークラブの支援も行っています。 

「ロータリー家族健康デー」は、アフリカのロ

ータリークラブの後援の下、ガーナ、ナイジェリ

ア、南アフリカ、ウガンダなど、医療不足の問題

を抱える国々で、ＨＩＶ／エイズ検査等の病気予

防を目的とした医療を無料で提供しています。 

ロータリーは 2012年にも、ドキュメンタリー「世

界でよいことをしよう：地元経済の発展」でテリ

ーアワードのシルバー賞を受賞しています。 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 4月 6日（月）、あまＲＣの例会に三谷会長エ

レクトと山本幹事エレクトが訪問します。 

2. 本日は例会終了後に役員・理事・委員長会議

がありますので、よろしくお願いします。 

3. 本日、『ロータリーの友』4月号を配付しまし

た。 

4. 本日、『ガバナー月信』4月号を回覧しており

ます。 

5. 4月 17日（金）は定款 6-1により休会です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 3日（金）第 3011 回 幹事報告 
 


