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本日の行事予定 (2016 年 2 月 26 日) 

第 3051 回例会 
卓話担当：社会奉仕委員長 山田勝弘君 

講  師：一般社団法人 

津島まちや・まちなみ再生機構 

   代表理事 田宮祥江氏 

演  題：「まちや・まちなみの再生」 

 
先回の記録（例会） 

第 3050 回 ’16 年 2 月 19 日（金）晴れ 

卓話担当：国際奉仕委員長 幅辰雄君 

講  師：ＡＭＤＡ社会開発機構 

内事業部チーム長 山上正道氏 

演  題：「ＡＭＤＡ-ＭＩＮＤＳの活動と 

ロータリークラブとの 

連携について」 

ロータリーソング 「R・O・T・A・R・Y」 
ソングリーダー 鈴木吉男君 
ス ト レ ッ チ 伊藤 誠君 
会 員 総 数  66名    1月 29日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    12名 
本日出席会員  55名    MAKEUP会 員     6名 
本日の出席率  83.33％  訂 正出席 率  98.36％ 
超 過 報 告 服部貴君、田中正明君、鈴木吉男
君(第 13回ＩＡＣ例会)、三谷栄一君、山本達彦君、
服部貴君、篠田廣君(ホストファミリー引継会) 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

奉仕の第四部門である国際

奉仕とは、書物などを読むこ

とや通信を通じて、さらには、

他国の人々を助けることを目

的としたクラブのあらゆる活

動やプロジェクトに協力する

ことを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功

績、願い、問題に対する認識を培(つちか)うことに

よって、国際理解、親善、平和を推進するために、

会員が行う活動から成るものであります。 

津島ロータリークラブは、本年度台北滬尾ロー

タリークラブとの姉妹提携が 10年目を迎え、淡水

ロータリークラブ、台北滬尾ロータリークラブと

永年に亘り姉妹提携をして、国際理解、親善、平

和を深めています。この機会に、姉妹提携を振り

返ってみたいと思います。 

1981 年 9 月 11 日、当クラブ会員の寺田健一さ

んのお世話により初めて淡水ロータリークラブと

姉妹クラブの関係を結びました。その時の会長は、

RI第 260地区津島ロータリークラブ橋本四郎会長、

鶴見治貞幹事、吉原久夫国際奉仕委員長、RI第 345

地区淡水ロータリークラブ会長は初代会長林錫郷

（Land）さんでありました。その時の姉妹クラブ

締結書を紹介します。 

『国際ロータリー第 260 地区津島ロータリーク

ラブと国際ロータリー第 345 地区淡水ロータリー

クラブとは双方同意の上ロータリー精神に基づき

相互理解と友情を促進し並びに国際平和に寄与す

ることを目的として別に細則を定め今より 3 年間

姉妹クラブ関係を結びます』。当初締結期間は 3

年間でしたが、それ以降 5年間になりました。 

2 回目は 3 年後の 1984 年 9 月 11 日、RI 第 260

地区津島ロータリークラブ伊藤敏男会長、山内志

朗幹事、吉原久夫国際奉仕委員長、立会人児玉秀

雄西尾張分区代理、RI第 345地区淡水ロータリー

クラブ謝金能（Alumi）会長と調印いたしました。 

3 回目は 5 年後の 1989 年 9 月 22 日、RI 第 276

地区津島ロータリークラブ吉原久夫会長、片岡忠

明幹事、後藤亨国際奉仕委員長、RI第 348地区淡

水ロータリークラブ黄有福（Bond）会長と調印い

たしました。 

4回目は 5年後の 1994年 10月 21日、ホテル花

水木にて、RI 第 2760 地区伊藤光二会長、坂井裕

幹事、水野憲雄国際奉仕委員長、RI 第 3480 地区

淡水ロータリークラブ翁俊旭（Uong）会長と調印

いたしました。 

5回目は 5年後の 1999年 9月でしたが、台湾 921

大地震があり延期をしました。翌 10月に伊藤幸蔵

国際奉仕委員長と尾崎利行副委員長に見舞金 30
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万円を届けていただきました。落ち着いた翌年

2000 年 1 月 18日、RI第 2760 地区稲垣和清会長、

堀田勝幹事、伊藤幸蔵国際奉仕委員長、RI第 3520

地区淡水ロータリークラブ高山田（Sandy）会長と

調印いたしました。 

6 回目は 5 年後の 2005 年 5 月、住田由純会長、

服部貴幹事、日比一昭国際奉仕委員長でしたが、

淡水ロータリークラブ陳其昌(Coil)会長から都合

により姉妹提携を延期するという Fax 通知を受け

取り、実質的に淡水ロータリークラブとの 23年間

の姉妹提携が終わりました。 

翌年 2006年、淡水ロータリークラブから独立し

て台北滬尾ロータリークラブが創立されました。

2006 年 11 月 15 日、第 3520 地区ガバナー同席の

上、RI 第 2760 地区津島ロータリークラブ服部武

会長、岡本康義幹事、安江正博国際奉仕委員長、

RI 第 3520 地区台北滬尾ロータリークラブ李江河

（Bill）会長と第 1 回姉妹提携の調印をいたしま

した。 

2回目は 5年後の 2011年 10 月 28日、名鉄ニュ

ーグランドホテルにて、RI 第 2760 地区津島ロー

タリークラブ寺田妟章会長、八谷潤一幹事、伊藤

幸蔵国際奉仕委長、RI 第 3520 地区台北滬尾ロー

タリークラブ丁中秋（Aki）会長と調印いたしまし

た。 

 以上、懐かしいお名前があり、地区名が変わり、

提携先が変わりましたが、永年に亘り、お互いの

国際理解、親善、平和が深まり、強い絆が生まれ

たと思います。 

台北滬尾ロータリークラブは 4 月 13 日に創立

10 周年を迎えます。メンバーの皆さんと訪問し、

お祝いをしたいと思います。多数のご参加をお願

いいたします。 

今年は、津島ロータリークラブと台北滬尾ロー

タリークラブとの姉妹提携更新年度です。是非、

皆さん次年度浅井年度に台北滬尾ロータリークラ

ブとの姉妹提携できますようにご理解、ご協力を

お願いいたします。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日、第 14 回インター

アクトクラブ例会が 16

時より津島東高校にて

開催されます。メイクア

ップ対象事業ですので

よろしくお願いします。 

2. 3月、4月は学校の都合によりインターアクト

クラブ例会は開催されませんので予めご了承

ください。 

3. 本日、名古屋東急ホテルにて次年度の「ロー

タリー財団補助金管理セミナー」が開催され

ています。飯村次年度ロータリー財団委員会

委員長に出席していただいています。 

 
ニコボックス報告 第 3050回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、

山本達彦幹事 ①本日の卓話講

師にＡＭＤＡ社会開発機構の山

上正道氏をお迎えして。②幅辰雄

国際奉仕委員長、本日の卓話よろ

しくお願いします。 

幅辰雄君 ①本日卓話を担当し

ます。②アムダの山上様をお迎えして。 

高木輝和君、服部則仁君 アムダの山上様をお迎

えして。 

浅井賢次君 ①事務局にいろいろお世話になりま

した。②ニコボックスの岡本さんの笑顔が素敵で

した。③会報に写真が載って。 

小林啓子君 しばらく休みました。 

浅井彦治君 最近、高木さんに教えていただくコ

トが多くなりました。練習しなくては。今回のＲ

ゴルフは 3位でした。 

野々山勝也君 ①靴が見つかりました。②昨日Ｒ

ゴルフで優勝しました。 

杦田勝彦君 先週の次年度理事会、高木さんに代理

出席をお願いしました。ありがとうございました。 

田中正明君、寺島淳一君、鈴木吉男君 先週、彦

治さんにごちそうになりました。 

宇佐美三郎君 いよいよ春です。是非、車で遠出

してください。 

吉田康裕君 津島市内 9 道路工事でご迷惑をおか

けしております。安全第一で施工していますので

ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

高木輝和君 Ｒゴルフで 2 位に入賞しました。次

回は優勝だでよ！ 

伊藤哲朗君 高木さんに『素通りはないでしょう』

と言われました。 

後藤亨君 昨日のＲゴルフで皆にイジメられました。 

伊藤幸蔵君 高木さんにごちそうしました。 
伊藤誠君 昨晩、名鉄電車で伊藤文郎君にお会い

しました。「ロータリーメンバーの皆さんに、元

気です!! とお伝えして下さい」と言われました。 

篠田廣君 海外より無事帰りました。 

佐藤敬治君 風邪を

ひいて元気がありま

せんけど……。 

佐藤雅彦君 先週お

休みをいただきまし

た。 

余郷利彦君、伊藤祥

文君 ウィークリー

に写真がのりまして。 

滝川林一君、浅井賢次君、岡本康義君、山田勝弘

君、生田達一君、杦田勝彦君、八谷潤一君、松崎

安孝君、中野義光君、前田昭生君 その他。 
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卓 話 

卓話担当：国際奉仕委員長 幅辰雄君 

講  師：ＡＭＤＡ社会開発機構 

国内事業部チーム長 山上正道氏 

演  題：「ＡＭＤＡ-ＭＩＮＤＳの活動と 

ロータリークラブとの 

連携について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979 年、インドシナ難民の大量流出問題を契機に、

多くの団体が相次いで設立されました。またこの

頃、欧米に国際本部を持ついわゆる国際 ＮＧＯ 

が日本に支部や関連団体を置く形で活動を始めま

した。 

特定非営利活動法人     (アムダ）とは、The 

Ａssociation of Ｍedical Ｄoctors of Ａsiaの

ことです。1984 年に設立され、海外事業本部、緊

急救援事業部、国内事業本部があります。 

 

2007年、特定非営利活動法人 

（ＡＭＤＡ社会開発機構・アムダマインズ）が、

アムダの海外事業本部として別法人化されました。 

■ＡＭＤＡの理念 

ビジョン：人々とともに、開発途上国の貧困の軽

減と健康の促進を目指す。 

ミッション：今日の平和な生活が保障され、明日

への希望が抱ける社会の実現。 

団体コンセプト：人づくり村づくりを通じ、世界

の貧困地域において、暮らしの改善に

取り組む団体。 

■アムダ人道援助の三原則 

（ＡＭＤＡの活動の成功の鍵） 

ＡＭＤＡの国際人道支援活動は相互扶助の精神、

つまり「困ったときはお互いさま」の心に基づい

ており、「人道援助の三原則」（ボランティア三

原則にも置換えられる）を活動成功の鍵としてい

ます。 

1. 誰でも他人の役に立ちたい気持ちがある。 

2. この気持ちの前には、国境、民族、宗教、文化 

などの壁はない。 

3. 援助を受ける側にもプライドがある。 

■国際ロータリーは、多くの専門的な国連外郭団

体を監視している国連経済社会理事会に対し、非

政府団体(ＮＧＯ)としては最も高い顧問的地位を

保持しています。ロータリーはまた、国連ＮＧＯ

会議（ＣＯＮＧＯ）でもリーダー的立場で参加し

ています。世界ポリオ撲滅推進活動（ＧＰＥＩ）

のパートナーとして国連と協力。 

■ＡＭＤＡ-ＭＩＮＤＳの活動と、ロータリーの「6

つの重点分野( )内はﾛｰﾀﾘｰ特別月間」との共通点  

1. 基本的教育と識字率向上(9月) 

2. 経済と地域社会の発展(10月) 

3. 疾病予防と治療(12月) 

4. 平和と紛争予防/紛争解決(2月) 

5. 水と衛生設備(3月) 

6. 母子の健康(4月) 

■ロータリークラブとの接点 

鈴木俊介（ＡＭＤＡ-ＭＩＮＤＳ理事長）と、村上

優子がロータリー財団国際親善奨学生でした。 

■ロータリークラブとの連携 

日本の各地区やＲＣと一緒に、ネパール、ミャン

マー、ザンビアなどへの病院支援、経済的な融資

による自立支援、学用品支援等を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、識字教育を直接

実施していませんが、

地域の人々が実施す

る仕組みを作ってい

ます。また、基本教育

を受けることができ

るよう、貧困の削減に

取り組んでいます。教育を受けることができない

一番大きな理由に、貧困があります。マイクロク

レジット（小規模融資）による生計向上、家畜飼

育・食品加工・農業の指導も行っています。 

■一村あたりのプロジェクト経費（年間） 

・融資額  

  1人 7,000円×40 人＝280,000円 

・保健教育教材  

  1人 1,200円×40 人＝ 48,000円 

・事業実施経費 

  人件費、燃料費、事務経費等＝72,000円 

合計 400,000円 

■プロジェクトの成果 

・子どもを学校へ 

・家族が健康に（子どもが下痢をしなくなった） 

・近所から保健衛生について相談を受ける 

・食事の質の向上（栄養改善） 

・夢を持つ 

 

年 支援ＲＣ 概  要 

2000-04 第 2780地区 ネパール：こども病院支援 

2005-09 〃 ミャンマー：小口融資 

2009 海老名ＲＣ 〃 

2010 湘南ＲＣ他 ザンビア：自転車 

2010-11 鎌倉ＲＣ ミャンマー：小口融資 

2010,12 湘南ＲＣ 〃 

2014 〃 ミャンマー：病院支援 

2014 鎌倉中央 RC ミャンマー：病院支援 

2014 厚木県央 RC ミャンマー：小学校支援 

2015 津ＲＣ ミャンマー：病院支援 
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次回例会 

 第 3052 回 ’16 年 3 月 4 日(金) 

卓話担当：加藤隆朗君 

演  題：「長寿の秘訣」 

 

お知らせ 

■次年度ニコボックス委員会 

  と き：3月 8日(火)18：00 

  ところ：東照庵 

 

■あなたのご支援が、人々の「明日の希望」につ

ながります。当団体では、会員を募集しています。

ぜひご入会いただき、ご支援をお願いいたします。 

  <賛助会員の年会費> 

   団体会員 30,000円 

   一般会員 10,000円 

   学生会員  3,000円 

特定非営利活動法人ＡＭＤＡ社会開発機構は、 

認定ＮＰＯ法人です。法人からのご寄付は、法人

の資本金等の規模に応じて一定額を損金として計

上でき、また個人からのご寄付は、確定申告を経

て課税控除の対象となります。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ロータリーニュース（1月 18日） 

 111年の歴史の中で、
ロータリー会員はロ
ータリーを通じて友
人と出会い、地域社会
とつながり、目的意識
を持ち、人々との絆を育み、キャリアを築き、ほか
にない貴重な経験をしてきました。毎週、世界
34,000以上のロータリアンが語らい、笑い、アイデ
アを分かち合うために集います。私たちが集う理由
は、最も大切な目標「奉仕」のためです。 
 ロータリーの初期から人類への奉仕はロータリ
ーの礎であり、主な存在理由となってきました。意
義ある奉仕を行う最善の道はロータリー会員にな
ることであり、世界に確かな変化をもたらすために、
ロータリーほど優位な団体はないと私は考えます。
様々な分野から熱心で有能な職業人が集まり、壮大
な目標を実現できる団体もほかにありません。ロー
タリーには世界を変える力、ネットワーク、知識の
結集があります。限界があるとしたら、自分自身に
設けている限界にすぎません。 
 今、ロータリーはとても大事な時を迎えています。
今後を決定づける歴史的な節目です。私たちは力を
合わせ、世界に重要な奉仕を行ってきました。世界
の行く末は、私たちのさらなる奉仕にかかっていま
す。世界でもっと大きな「よいこと」の推進力とな
るために、固い決意と熱意でポリオ撲滅を成し遂げ、

勢いをつけてロータリーをさらに前進させ、これま
での成功をバネに飛躍するときが来たのです。 
 ポリオ撲滅から私たちが学んだ多くの中で、最も
大切ながら最もシンプルなことは、ロータリー全体
の発展を望むなら会員が同じ方向に進まなければ
ならないということです。クラブ、地区、RIのレベ
ルにおけるリーダーシップの継続はロータリーを
繁栄させ、その可能性を最大限に発揮する唯一の方
法です。新会員の入会や新クラブの結成だけでは十
分ではなく、私たちが目指すのは、単にロータリア
ンの数を増やすことではなく、ロータリーによる善
き活動をより多く実現させ、将来ロータリーのリー
ダーとなれるロータリアンを増やすことです。 
 ポール・ハリスは晩年、ロータリー設立の経緯を
振り返り「個人の努力の結集は、人類の奉仕に捧げ
なければなりません。結集された努力に限界という
ものはありません」と綴っています。いつの日か 120
万人以上のロータリアンが一体となり、ロータリー
財団や各自のリソースを駆使して人類への奉仕に
取り組むことになろうとは、ハリスも想像しなかっ
たでしょう。「人類に奉仕するロータリー」の伝統
を継承する名誉を授けられた私たちには、このよう
な奉仕を行っていく責務があるのです。 

 
3月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3月のメニュー 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

春日井 RC 3/4 金 ホテルプラザ勝川 

尾西 RC 3/14 月 尾西信用金庫本店 

名古屋東 RC 3/14 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋城北 RC 3/15 火 栄東急 REIホテル 

尾張中央 RC 3/16 水 名鉄グランドホテル 

名古屋丸の内 RC 3/24 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

尾西 RC 3/28 月 尾西信用金庫本店 

名古屋城北 RC 3/29 火 栄東急 REIホテル 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 3/30 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

一宮中央 RC 3/30 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

 

3月  4日(金)   

3月 11日(金)    

3月 18日(金)   

3月 25日(金)  

片岡鉄会場委員 

 

台南地震義援

金のため、メ

ニューをカツ

丼に変更↓ 

伊藤幸蔵

副会長 

 

次年度テーマは 

「人類に奉仕するロータリー」 
 


