本日の行事予定 (2017 年 9 月 15 日)
第 3120 回例会
卓話担当：余郷達也君
講
師：津島公共職業安定所 所長
演

題：「人材が集まる企業とは」

先回の記録（例会）
第 3119 回 ’17 年 9 月 1 日（金）晴れ
卓話担当：鶴見治貞君
講
師：ラジオパーソナリティ
長谷川ぱんだ氏
演
題：「食後の音楽のひととき パートⅡ」
ロータリーソング 「四つのテスト」
ソングリーダー 山田勝弘君
会 員 総 数 67 名
8 月 4 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員 13 名
本日出席会員 57 名
MAKEUP 会 員
7名
本日の出席率 85.07％
訂 正 出 席 率 93.85％

会長挨拶
佐藤敬治会長
今月は、「基本的教育と
識字率向上月間・ロータリ
ーの友月間」です。
今、台湾の台北滬尾ＲＣ
から、識字率向上を目的と
したグローバル補助金事業が申請されています。
まだ申請段階ですので詳細につきましては定かで
はありませんが、今月 19 日から鈴木、寺島、加藤
泰一郎君が台北滬尾ＲＣへ訪問してくれまして、
先方との打ち合わせに入っていただく運びになっ
ています。
識字率向上とは、世界には、子供たちが基本的
な教育を受けられず、成人が十分に読み書きでき
ない国や地域があります。そうした地域で基本的
教育を提供し、識字率をあげれば、その他の諸問
題の解決（貧困の削減、健康状態の改善、地域社
会と経済の発展、平和構築など）の糸口をつかむ
ことができます。
「基本的教育と識字率向上」は、

ロータリーの 6 つの重点分野の一つとなっていま
す。
現実問題として、世界で 5,800 万人の子供が学
校に通っていない。4 年間の初等教育を受けた後
も読み書きのできない子供が 2 億 5,000 万人いま
す。7 億 8,100 万人の成人が読み書きできない。
マイ・ロータリーには、識字率向上について、そ
の意義とノウハウが記されています。是非、一読
していただければと思います。
今日は 9 月 1 日で、
「防災の日」にあたります。
1923 年 9 月 1 日に関東大震災が勃発し、1960 年に
9 月 1 日は、在来の二百十日と併せて災害につい
て認識と心構えの準備を喚起する日として「防災
の日」に制定されました。
本年は、ちょうど今日が、二百十日にあたりま
す。立春から数えて二百十日目の 9 月 1 日ごろは、
強風の吹く厄日とされており、この時期に強風に
襲われる田畑の農作物を守るために、風を鎮める
祈りを込めて風祭りが各地で行われます。
最近脚光を浴びるようになりました富山の八尾
町（やつおまち）で行われるおわら「風の盆」は、9
月 1 日から 3 日まで行われ、お盆と風祭りが合わ
さった行事です。胡弓や三味線、太鼓、尺八が奏
でる越中おはら節に乗って、女踊り、男踊りが繰
り広げられます。半月のような菅笠を目深にかぶ
った踊り手たちが、かっては三日三晩踊りとおし
たとか。先祖の霊を慰め、また送りだす盆踊りと、
風を鎮めて豊作を祈る風祭りとが一つになるとい
う行事です。昨年は見物を兼ねての観光客が 3 日
間で 25 万人にのぼったそうです。まだ行ったこと
はありませんが、機会があれば是非とも見物に行
ってみたいものです。

幹事報告
猪飼充利幹事
① 本日例会終了後、例会場にて 9 月度理事会を開
催します。理事・委員長の方々は出席お願いし
ます。
② 来週 8 日㈮の例会は休会です。お間違えのない
ようお願いします。
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③ 9 月 9 日㈯15:00～、「地区
審議会・指導者育成セミナ
ー」が名鉄グランドホテル
で開催されます。佐藤会長
が出席されます。
④ 9 月 14 日㈭、地区米山奨学
委員長会議・米山奨学生学
友会総会がキャッスルプラ
ザホテルで 16:00～開催されます。当クラブか
らは、幅委員長が出席します。
⑤ 安城ＲＣ創立 60 周年記念事業として「写真コ
ンテスト」募集の案内が届いております。最優
秀賞は 5 万円とのことですが、応募締切が 10
月 31 日となっております。詳しい資料が事務
局にありますので、お立ち寄り下さい。
⑥ 本日、『ロータリーの友』9 月号、『ガバナー
月信』2016-17 年度最終号を配布しております。
また先日開催された地区研修協議会報告書を
出席者に配布しました。
⑦ 『ガバナー月信（Governer’s Monthly Letter）』、
『The Rotarian』の各 9 月号を回覧。
⑧ 9 月のロータリーレートは、
１＄＝￥109 です。

ニコボックス報告 第 3119 回分
加藤隆朗ニコボックス委員長
佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会
長、猪飼充利幹事 ①卓話講
師に長谷川ぱんだ氏をお迎
えして。②鶴見治貞君、本日
の卓話よろしくお願いしま
す。
篠田廣君 エージシュート
をやっちゃいました。
高木輝和君 篠田先生、エー
ジシュートおめでとうございます。益々のご繁栄
ご精進をお祈り致します。
中村陽介君 篠田先生、エージシュートおめでと
うございます。
幅辰雄君 8 月ゴルフ例会で優勝しました。
宇佐美三郎君 ロータリー財団委員会、私の都合
で順延になり申し訳ありません。
鶴見治貞君 本日卓話を担当します。
浅井賢次君 いよいよ 9 月に入りました。早く涼
しくな～～れ!!
浅井彦治君 神谷先生にお世話になりました。
飯村理君 伊藤彰浩さんにお世話になりました。
伊藤哲朗君 伊藤幸蔵様、ありがとうございまし
た。
河西あつ子君 しばらくぶりに出席しました。
伊藤幸蔵君、伊藤祥文君、河西あつ子君、小林啓
子君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、幅辰雄君、松本
浩義君、山田勝弘君 サッカー、ワールドカップ
出場決定おめでとうございます！

加藤則之君、前田昭生君、山田公男君 ガバナー
公式訪問例会を欠席しました。
根﨑健一君、加藤隆朗君 ウィークリーに写真が
載りました。
後藤務君 その他。
卓 話
卓話担当：鶴見治貞君
講
師：ラジオパーソナリティ
長谷川ぱんだ氏
演
題：「食後の音楽のひととき パートⅡ」

13 才頃ギターを弾き始め、16 才、高校 1 年生の
冬、福祉団体主催のクリスマスパーティ会場で、
クリスマスソングを歌ったことから、人前で歌う、
歌うたいの人生が始まりました。
♪歌と演奏

①サンタが街にやってくる ②ポ
レポレワサワサ/オリジナル

縁あって、DJ.アマチンこと天野鎮夫（あまのしず
お）さんや、DJ.リコタンこと岡本典子（おかもとより
こ）さんとも出会い、アマチンの「さんさんフェス

ティバル」のステージで、司会や芝居などの舞台
を愉しむことが癖になったのも、この頃からでし
た。
この頃は、ニューミュージック全盛の頃で、井
上陽水（いのうえようすい）さん、中島みゆきさん、
松山千春（まつやまちはる）さん、さだまさしさんを
歌っていました。
歌と演奏

③少年時代/井上陽水 ④大空と大
地の中で/松山千春

20 代、ソニーミュージックが、かつてＣＢＳソ
ニーレコードだった頃、販売促進部に在籍、演歌
歌手「山岡浩二（やまおかこうじ）」さんに会って、
演歌を覚え、宇崎竜童（うざきりゅうどう） さん、佐
野元春（さのもとはる）さんや浜田省吾（はまだしょうご）
さんに会って、ポップスを覚え……、その後、渡
辺貞夫（サックスプレーヤー）さん、日野晧正（ト
ランペッター）さん、山下洋輔（ピアニスト）さ
ん、辻井伸行（つじいのぶゆき）さん、フジ子ヘミン
グさんなどなど、多くのトップアーチストとの出
会いがありましたが、その話の続きは、またいつ
の日にか？
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歌と演奏

創立 65 周年実行特別委員会
山田勝弘副委員長
10 月 14 日(土)、名鉄グラン
ドホテルにて津島ＲＣ創立 65
周年記念例会を開催します。案
内をお配りしましたので、出欠
のご返事を 9 月 22 日までに提
出してください。

⑤花の川/飯尾歩（いいおあゆむ）さん
⑥また逢えたらいいね/オリジナル
⑦ふるさとアジア

♫

誕生日祝福（9 月）
鈴木吉男親睦活動委員
遠山孝義君（ 9 日）
後藤 亨君（21 日）
河西あつ子君（24 日）
住田正幸君（29 日）
服部 貴君（30 日）

青少年奉仕委員会
相羽あつ子委員長
第 2760 地区の「第 5 回ワー
ルドフード＋ふれ愛フェスタ
(ＷＦＦ)」が 10 月 14(土)、15
日(日)に開催されます。地区青
少年奉仕関連委員会も様々な
運営をしていまして、フィリピ
ン支援を目的としたバザーを
開催することになりました。地区のロータリーの
皆様からバザーで販売する物品を提供して欲しい
とのことです。
9 月 29 日着で募集していますので、
ぜひご協力いただきたいと思います。
その他

今月の司
会を担当
します
ご夫人・ご主人
柴田 伸彦君（ 4 日)
相羽あつ子君（14 日）
小林 啓子君（19 日）
長田 一郎君（20 日)
結婚記念日祝福
伊藤 基君（17 日）
余郷達也君（27 日）

伊藤哲朗副会長
篠田 廣君(13 日)
矢田 潔君(15 日)
寺島淳一君(20 日)
宅見康悦君(30 日)

加藤則之
会場副委員長

猪飼充利君（21 日）

社会奉仕委員会
山田勝弘君のソ
杦田勝彦委員長
ングリーダーで
11 月 5 日
「四つのテスト」
(日)に地区
補助金事業
ロータリーニュース（8 月 8 日）
「茶会と茶
2018-19 年度 RI 会長に
室めぐり」を
バリー・ラシン氏が選ばれる
開催します。
チラシとポ
スターがで
会長指名委員会は、2018-19 年度国際ロータリ
きましたので、事業所等に掲示してください。例
ー会長に、イーストナッソー・ロータリークラブ
会場の後ろの方に置いてありますから、お帰りの
（バハマ、ニュープロビデンス島）所属のバリー・
際にお持ちください。
ラシン氏を選出しました。対抗候補者がいない場
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合、同氏は 2017 年 9 月 1 日に会
長エレクトとして宣言されます。
ラシン氏は会長として、公共
イメージの向上と、ロータリー
のインパクトを広げるためのデ
ジタルツールの活用に力を入れ
たいと考えています。
「ロータリークラブが行ってい
る良いことを知っている人なら、それに加わりた
いと思うでしょう。関心のあるすべての人がロー
タリーの使命を支える活動に参加できるよう、参
加や入会を促進する新しい方法を考えなければな
りません。ロータリーの可視性を高めれば、より
多くの人に入会の魅力を伝え、世界中で多くの良
いことを実現しているこの会員制組織を支えるこ
とができます」とラシン氏。
ラシン氏はフロリダ大学で保健・病院運営の
MBA を取得し、医療教育機関である American
College of Healthcare Executives でバハマ初の特別
研究員となりました。院長として 37 年間務めた医
療機関 Doctors Hospital Health System を最近退職
し、現在は顧問を務めています。全米病院協会の
生涯会員で、Quality Council of the Bahamas、Health
Education Council、Employer’s Confederation など複
数の団体の理事・委員長も務めました。
1980 年にロータリー入会。RI 理事を経て、現在
はロータリー財団管理委員会の副管理委員長を務
めています。また、RI 研修リーダーと K.R.ラビン
ドラン 2015‐16 年度 RI 会長のエイドも経験しま
した。
ロータリー最高の賞である「RI 超我の奉仕賞」
のほか、2010 年ハイチ地震後のロータリーによる
災害救援活動を統率したことにより多くの人道賞
を受賞しています。また、エスター夫人とともに、
ロータリー財団のメジャードナー、遺贈友の会会
員でもあります。
ラシン氏は今回、ロータリー会長エレクトとし
て今年 7 月に就任し、その 2 週間後に逝去された
サム・オオリ氏に代わり選出されました。

「クラブはロータリーの心臓部であり、ロータリ
ーのあらゆることはクラブで起こる」とマローニ
ー氏。弁護士であるマローニー氏は、草の根レベ
ルでクラブをサポート・強化し、奉仕を大切にす
る会員制組織としてのロータリーの文化を守り、
成長のために地域別の新たなアプローチを試みた
いと考えています。
「ポリオが撲滅されれば、ロータリーが大きく認
知され、多くの機会が訪れるでしょう」。そう語
るマローニー氏は、世界でよいことをするグロー
バルな組織としてロータリーが世界を先導する立
場に立てる可能性があると考えています。
税法、遺産、農業法を専門とする Blackburn,
Maloney, and Schuppert 法律事務所の社長であるマ
ローニー氏は、米国南東部・中西部の大手農場経
営者の顧問弁護士であるほか、米国弁護士協会の
農業関係委員会の委員長を務めています。また、
米国弁護士協会とアラバマ州弁護士協会、アラバ
マ州法律協会の会員です。
地元ジケーターでも熱心に活動し、自身が所属
する教会の財務委員長と地元カトリック学校理事
長のほか、Community Foundation of Greater Decatur
会長、Morgan County Meals on Wheels 会長、United
Way of Morgan County 理事、
Decatur-Morgan County
商工会議所の所長を務めています。
1980 年にロータリークラブに入会し、以来、RI
理事、財団管理委員と副管理委員長、会長エイド、
ゾーンコーディネーター、未来の夢計画リーダー、
シドニー国際大会委員を歴任。現在は運営審査委
員会委員であり、昨年度までロータリー平和セン
ター委員会委員でした。ロータリー財団功労表彰
状と特別功労賞を受けているほか、ガイ夫人とと
もにポール・ハリス・フェロー、メジャードナー、
遺贈友の会会員となっています。

次回例会
第 3121 回 ’17 年 9 月 22 日 (金)
卓話担当：宅見康悦君
演
題：「勝幡城について」

ロータリーニュース（7 月 19 日）
2019-20 年度 RI 会長にマーク・
ダニエル・マローニー氏が選ばれる
2017-18 年度国際ロータリー会
長指名委員会は、2019-20 年度国
際ロータリー会長に、ジケータ
ー・ロータリークラブ（米国アラ
バマ州）所属のマーク・ダニエ
ル・マローニー氏を選出しました。
対抗候補者がいない場合、同氏は
2017 年 10 月 1 日に会長ノミニー
として宣言されます。

お知らせ
■第 26 回津島東高校ＩＡＣ例会
と き：9 月 20 日（水）15：40
ところ：津島東高校北館 2 中教室
■職業奉仕委員会
と き：9 月 22 日（金）18：00
ところ：夢菓子屋
■第 5 回ＷＦＦバザー物品提供
募集締切：9 月 29 日着
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