本日の行事予定 (2017 年 11 月 17 日)
第 3128 回例会
卓話担当：梶浦興蔵君
講
師：ＮＩＣマイスター
鈴木ウナ氏(カナダ人)
演
題：「カナダ建国 150 年の歩み」

方に来ていただき、大盛会で無事に終えることが
できました。杦田社会奉仕委員長さん始め関係委
員会のメンバーさん方お疲れ様でした。
メンバーの兒玉昭さんが 11 月 6 日に亡くなられ
ました。
1988 年に入会され、本年で 29 年連続 100％
出席を成し遂げられ、数々の委員会委員長を歴任
されました。2000～2001 年江上年度には副会長と
して、2001～2002 年にはＩＭ実行委員会委員長と
して、2011～2012 年には、Ｓ.Ａ.Ａ.として活躍
していただきました。また、1997 年にはポール・
ハリス・フェロー、2004 年に米山功労者になって
いただいております。そして、大好きなゴルフで
したが、ロータリーゴルフの会長を長年務めてい
ただきました。腕前は皆さんご存じのごとくです
が、昔沖縄でホールインワンを達成されたそうで
す。淋しくなりましたが、ご冥福をお祈り申しあ
げます。

先回の記録（例会）
第 3127 回 ’17 年 11 月 10 日（金）晴れ
≪ロータリー財団月間≫
卓話担当：ロータリー財団委員長
宇佐美三郎君
講
師：地区補助金委員会副委員長
上野広君（名古屋昭和ＲＣ）
演
題：「ロータリー財団
次の 100 年に向けて」
ロータリーソング 「四つのテスト」
ソングリーダー 鈴木吉男君
会 員 総 数 66 名
10 月 14 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員 15 名
本日出席会員 54 名
MAKEUP 会 員
9名
本日の出席率 81.82％
訂 正 出 席 率 96.83％

幹事報告

田中正明前年度幹事
① 本日例会終了後、2F にて 11
月度理事会を開催します。
役員・理事・委員長の方々
会長挨拶
は出席をお願いします。
佐藤敬治会長
② 11/12㈰9：30～、名鉄グラ
今月は、ロータリー財団
ンドホテルにて第 7 期 2760
月間です。本日は、宇佐美
地区ＲＬＩ会長エレクト研修 PARTⅢが開催さ
Ｒ財団委員長が卓話担当で、
れます。伊藤哲朗会長エレクトが出席されます。
地区補助金委員会副委員長
③ 11/17㈮、16：00 より第 28 回津島東高校インタ
の上野広さんを卓話講師と
ーアクトクラブ例会が開催されます。メークア
してお迎えしました。
ップ対象ですので是非ご参加ください。
地区補助金に関しまして
④ 本日、『ロータリーの友』11 月号を配布してお
は、先般の書籍『天王まつり』の発刊、そして今
ります。また、
『ガバナー月信』、
『The Rotarian』
回の「茶会と茶室めぐり」の両事業に地区として
の各 12 月号を回覧しております。
認めていただき、多額の補助金をいただくことが
⑤ 11 月のロータリーレートは、１＄＝￥114 です。
できました。また、台北滬尾ロータリークラブ主
⑥ 津島ライオンズクラブからチャリティゴルフ
催の事業についても、グローバル補助金をいただ
に対するお礼状をいただきました。
いております。
⑦ 12 月 8 日の理事会のご案内をお配りしましたの
先日は、茶会ありがとうございました。津島地
で、該当の方は出欠のご返事を事務局へご連絡
域各種団体の方たちにご協力をいただき、大勢の
ください。
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ニコボックス報告 第 3127 回分
加藤隆朗ニコボックス委員長
上野広君（名古屋昭和ＲＣ）
本日、財団月間卓話です!!
よろしくお願い申し上げま
す。
佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会
長、猪飼充利幹事 ①児玉昭
君を偲んで。②卓話講師に地
区補助金委員会副委員長の
上野広君（名古屋昭和ＲＣ）
をお迎えして。③宇佐美三郎君、本日の卓話よろ
しくお願いします。④先日は地区補助金事業例会
「茶会と茶室めぐり」にご参加ありがとうござい
ました。
浅井彦治君、飯村理君、伊藤幸蔵君、伊藤祥文君、
稲川明俊君、宇佐美三郎君、岡本康義君、神谷里
明君、加藤隆朗君、加藤則之君、後藤亨君、小林
啓子君、坂井裕君、住田正幸君、高木輝和君、宅
見康悦君、寺田晏章君、根﨑健一君、幅辰雄君、
水野憲雄君、矢田潔君、山田公男君、余郷利彦君
児玉昭君に哀悼の意を表します。
佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充利君、相羽あつ
子君、飯村理君、生田達一君、伊藤祥文君、神谷
里明君、篠田廣君、柴田伸彦君、高木輝和君、中
村陽介君、根﨑健一君、山田勝弘君 「茶会と茶
室めぐり」、お疲れ様でした。
親睦活動委員会 クリスマス家族例会の打ち合わ
せと試食にウェスティンナゴヤキャッスルへ行っ
てまいりました。
伊藤哲朗君 防犯栄誉銅章をいただきました。今
後とも努力します!!
浅井賢次君 ①オーストリア・ウィーンのオーパ
ーＲＣの例会に出席して。②児玉昭さんに心より
ご冥福をお祈りします。
宇佐美三郎君 上野さんをお迎えして。
篠田廣君 米山奨学の感謝状をいただきました。
加藤泰一郎君 今月は親睦活動委員会の紹介（出
席報告、誕生日祝福）を担当します。よろしくお
願いします。
柴田伸彦君、伊藤祥文君 写真が掲載されました。
田中正明君 お釣り（42 円）。
後藤亨君、稲垣宏高君 その他。

儲かり
まっか？

ボチボチ
でんな…
7

卓 話
≪ロータリー財団月間≫
卓話担当：ロータリー財団委員長
宇佐美三郎君
講
師：地区補助金委員会副委員長
上野広君（名古屋昭和ＲＣ）
演
題：「ロータリー財団
次の 100 年に向けて」

神野年度の補助金財源
近藤年度の年次寄付＋恒久基金の利息
100％ 約＄80
万
50％

50％

約＄40 万

約＄40 万

ＤＤＦ
地区活動資金
補助金

ＷＦ
国際活動資金
国際活動

50％
地区補助金
地区の裁量

50％
グローバル補助金
重点 6 分野

約＄20 万

約＄20 万

□人道的プロジェクト
■奨学金：大学院レベルの奨学生の留学
のお手伝い
■ロータリー平和フェロー：
ロータリー平和センターで専門能力開
発者へ奨学金提供
■職業研修チーム（ＶＴＴ）：
専門職業提供チームを海外へ派遣
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誕生日祝福（11 月）
加藤泰一郎親睦活動委員
余郷達也君（ 1 日）
堀田力男君（ 8 日）
高木輝和君（12 日）
後藤 務君（15 日）
根﨑健一君（22 日）
神谷里明君（27 日）
前田昭生君（28 日）

夫
人
浅井賢次夫人（ 4 日）
結婚記念日祝福
伊藤 彰浩君（ 3 日）
稲川 明俊君（ 5 日）
長田 一郎君（11 日）
加藤 隆朗君（18 日）
三谷 栄一君（25 日）

山田勝弘夫人（11 日）

野々山勝也君（ 4 日）
服部
貴君（10 日）
佐藤 敬治君（16 日）
根﨑 健一君（23 日）

3. メンバーは正装した人、ラフな方、バッジ着用
なき方。
4. やっと会長（美人女性会長）が来られ、7 時半
から夕食（入り口で食券 16€。肉か魚料理いず
れか選ぶ）
。スー
プ、メーンディ
ッシュ（ステー
キ）
、デザートが
出てコーヒータ
イムになる。
5. 7：45 から、会長
が小型のゴング
を鳴らし、やっと例会開始。紹介を受けバナー
交換。頭の上をドイツ語が飛び交い、
「イッヒ・
リーベ・ディッヒ」しか判らぬ私は、これは大
変とこれから 9 時までディスカッションがあ
るとのこと、8 時に丁重に挨拶して帰る。
◎感心して私が大変参考になり反省したこと
順次出席してこられるメンバー１人１人が全て
歓迎の握手をしてくれました。遅く来られる方程、
ぐるぐる回って席へと座られます。
この挨拶こそロータリークラブの親睦と友情の
源と思い、これからもできる限り皆さんに挨拶を
しなければと反省しました。
日本のような几帳面な例会と異なり、気さくな
例会だと感じました。
「実るほど頭(こうべ)を垂れる稲穂かな」
これから、お互い挨拶をして絆を深めましょう。

遠隔地出席報告
浅井賢次君
「オーストリア・ウィーンの
オーパーＲＣに出席して」
30 数年前、初めて伝統あ
るウィーンＲＣに出席した
折、オペラ座の前のブリスト
ルホテルで、ＲＣ交換学生の
中川知保さん（全日本大学ピアノの部で優勝）が
例会場でピアノを演奏し、通訳もしてくれ、格調
高いクラブでいささか緊張したいたが、幸い助か
って家内とメーキャップをしました。その中川さ
んとは、帰国され結婚されても未だにお付き合い
させていただいております。
このたびのウィーン・オーパーＲＣも同じホテ
ルでした。例会に出席して驚いたことと、とても
素晴らしく参考になったことをお話しさせていた
だきます。
◎驚いたこと
1. まず例会場にそれらしきＲＣの旗とか名札が
全くない。ボーイに尋ねても間違いないとのこ
と。
2. 例会開始の午後 7 時になっても、誰 1 人来られ
ない。5 分過ぎ 2 人来られ歓迎を受け、ホッ…
…とした。

その他
ごあご
ざり会
いが葬
まと
しう
た
伊藤哲朗副会長

故・兒玉昭君のご長男
の兒玉広行さん
11 月の司会
役です
生田達一
会場委員

鈴木吉男君

幅辰雄米山
奨学委員長

米山功労表彰の篠田廣君
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パキスタンでは、予防接種データを含む母子健
康報告書を、従来の紙から携帯電話と電子モニタ
リングに移行できるよう、地元のロータリー会員
が尽力しています。ロータリーの協力により、パ
キスタン政府、通信事業の Telenor 社、データ管
理の Eycon 社が、パキスタンの保健従事者に携帯
電話 800 台以上を支給しました。今後、2018 年ま
でに 合計 5,000 台を支給する予定です。
保健従事者はテキストメッセージを中央サーバ
ーに送信でき、ポリオ発症の疑いがある場合は、
即座にパキスタン国立緊急センターに連絡できま
す。また、予防接種を受けていない子ども、拒否
する保護者の有無、予防接種の実施範囲も報告し
ます。同国では、5 歳未満の児童 35 万人にポリオ
予防接種を行うことを目指しています。世界保健
機関（ＷＨＯ）の危機管理責任者、ミシェル・シ
ーレン氏は、携帯電話の支給により、リアルタイ
ムで情報を入手し、簡単にモニタリングできると
話します。
「携帯電話のおかげでポリオ撲滅活動は大きな進
展を遂げています。綿密なデータをリアルタイム
で記録し、すぐに共有できるので、正確さと有効
性を高めることができます。これにより、政府や
ポリオ撲滅活動のリーダーたちも、必要な意思決
定を戦略的に行えます」

ベ ネファク タ
ー の佐藤敬 治
君と、
伊藤哲朗
君 に上野地 区
副 委員長よ り
認 証状をお 渡
し いただき ま
した。
マルチプル・ポール・
ハリス・フェローの宇
佐美三郎君に上野地区
副委員長よりピンバッ
ジをお渡しいただきま
した。同じくマルチプ
ルＰＨＦの伊藤彰浩君
は欠席でした。

山本達彦
広報委員長

私は誰でしょう？

ニコボックス投函中
の水野憲雄君

本日は握 り
寿司でした

次回例会
卓話担当：加藤則之君
講
師：ラビング・イングリッシュ
スクール講師
ラビング・レン氏
演
題：「～もう少し知りたいアメリカ～
大統領選挙から 1 年、
今とこれから」

理事会風景も撮影
しました

ロータリーニュース（10 月 18 日）
携帯電話が
ポリオ撲滅運動を変える
携帯電話で簡単にできるテキストメッセージは、
ポリオ撲滅活動を成功させるカギとなるかもしれ
ません。かつて世界中に広がっていたポリオの発
症は、現在 3 カ国の一部地域に限られています。
今後は、保健従事者が迅速にワクチンを提供し、
情報を共有していくことが重要となります。
ロータリーが主要パートナーとなっている世界
ポリオ撲滅推進活動では、連絡を強化するため、
パキスタンとナイジェリアの保健従事者に携帯電
話が支給されています。そこでは、 1 つのテキス
トメッセージが人の命を救うこともあります。

お知らせ
■第 27 回津島東ＩＡＣ例会
と き：11 月 17 日（金）16：00
ところ：津島東高校北館 2 中教室
■地区大会
と
き：11 月 19 日（日）10：00-17：00
(受付 9：00～)
と こ ろ：ウェスティンナゴヤキャッスル
記念講演：名城大学教授 池上彰氏
二 次 会：プライベートダイニング「点」
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