本日の行事予定 (2019 年 4 月 26 日)
第 3192 回例会
卓話担当：田中正明君
講
師：津島市社会教育課 矢入彩氏
演
題：「身近にいる鳥たち」

状況でして、こういったことを認識していかなけ
ればと思います。ロータリーが取り組むポリオは
代表的なものでしょう。
世の中は、平成から令和へと着実に動き始めて
います。一連の働き方改革から有休への対応など、
働き手不足がとりわけ流通業に大きな影響を与え
ています。聞きますと、有効求人倍率は、愛知県、
広島県で高く、私共も豊田市と広島廿日市にある
店舗は撤退を余儀なくされそうであります。また、
今月 1 月 19 日に新規オープン予定の東浦店もなか
なか人を集めることに苦戦をしています。とりわ
け流通業は営業時間が長く、すでにコンビニエン
スストア業界でも 24 時間営業をとりやめるかど
うかの検討に入っていますし、顔認証やセルフレ
ジの導入で無人店舗も動き始めています。無人店
舗は、前にお話ししたようにすでにアマゾンでは
実験されておりまして、店舗のＡＩ化もひとつの
流れとして進んでおります。
私共の出店先でありますイオングループやユニ
ーグループも変わってきてはおりますが、実態は
営業時間の短縮には消極的で、自分の家賃収入の
ことしか考えておりません。ユニーグループは、
みなさんご承知のようにドンキホーテに変わって
おりますので、時短どころか営業時間の延長に舵
をきっております。ピアゴの女性店長はアピタに
転勤になっていますが、女性の深夜労働を避ける
人事対応と思われます。
こういった中、我々専門店はそういった商業施
設で採算のとれる仕事ができなくなりつつありま
して、今後かなりの空き店舗か家賃の値下げが想
像されるところであります。
そして、そういった流れから、働き手の考え方
も大きく変わってきております。ほとんどの商業
施設は閉店時間が早い所で午後 8 時、遅い所で午
後 10 時であります。以前、名古屋ドーム隣のイオ
ンは午後 11 時閉店でしたが、さすがに午後 10 時
閉店にしています。まあ、いずれにしろ、そんな
夜まで働きたくない、と言って流通業から離れて
いく人もかなり増えてまいりました。他の仕事な

先回の記録（例会）
第 3191 回 ’19 年 4 月 12 日（金）晴れ
卓話担当：寺田晏章君
講
師：公認会計士 松下高士氏
演
題：「青年海外協力隊、ジャイカ
海外協力隊に参加して」
ストレッチ体操 中野義光君
ロータリーソング 「我らの生業」
ソングリーダー 加東育郎君
会 員 総 数 62 名
3 月 15 日例会分訂正
出席免除会員 19 名
欠 席 会 員
13 名
本日出席会員 52 名
MAKEUP 会 員
6名
本日の出席率 83.87％ 訂 正 出 席 率 93.22％
超 過 出 席 中野義光君（第 27 回ライラセミナ
ー）、伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、田中正明君（あ
まＲＣ）

会長挨拶
伊藤哲朗会長
昨夜は、第 2 回次年度理
事会が行なわれまして、伊
藤幸蔵会長エレクトの熱
い挨拶のあと、約 1 時間に
亘って熱心な議論が展開
されました。いよいよ次年
度のスタートだなあと感慨深くしておりました。
杦田幹事エレクトも、あざやかな取り回しをされ
ておりまして大変感心をいたしました。
さて、今月のロータリークラブのテーマは、
「親
と子の健康、安全な出産」がテーマとなっており
ますが、現在の日本の社会では、それ程大きな問
題になっていないと思います。世界レベルで考え
ますと、やはり生活弱者の親子はまだまだ悲惨な
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らもっと早く家に帰れるということなんでしょう。
商業施設が営業時間の考え方を変えていかない限
り、こういった流れは止めることができず、先ほ
どの無人化とか全く新しい業態が生まれるか、外
国人労働者でうまっていくのかよくわかりません
が、人口減少時代の流通業受難が続いていきます。
私共の本社は、一昨年の秋、午前 10 時開店、午
後 7 時閉店にしており、本部も一斉に帰っていま
す。そのため、2 階の寝具売場と、3 階の貸衣装は、
ネット予約システムを導入しています。

ニコボックス報告 第 3191 回分
柴田伸彦ニコボックス委員長
伊藤哲朗会長、山田勝弘副
会長、吉田康裕幹事 ①本
日の卓話講師に公認会計
士の松下高士氏をお迎え
して。②寺田晏章君、本日
の卓話よろしくお願いし
ます。③新事務局職員山田
薫さん、これからよろしくお願いします。
幹事報告
寺田晏章君 ①本日卓話を担当します。大学の後
吉田康裕幹事
輩の松下君にお願いしました。
 次週 4 月 16 日
（火）
には、
相羽あつ子君、浅井彦治君、浅井賢次君、飯村理
台北滬尾ＲＣ創立 13 周年
君、猪飼充利君、伊藤幸藏君、伊藤雅昭君、稲川
例会が開催されます。当
明俊君、宇佐美三郎君、梶浦興蔵君、片岡鉄君、
クラブより、14 日から伊
神谷里明君、加藤則之君、加東育郎君、小林啓子
藤哲朗会長はじめ 4 名が
君、佐藤敬冶君、坂井裕君、篠田廣君、柴田伸彦
出発し、15 日から伊藤幸
君、杦田勝彦君、住田正幸君、田中正明君、寺島
蔵会長エレクトはじめ 4 名が台湾へ出発します。 淳一君、野々山勝也君、野尻栄一君、水野憲雄君、
16 日の創立 13 周年例会には 9 名が出席する予
三谷栄一君、矢田潔君、山本達彦君 新事務局職
定となっています。国際奉仕委員会の寺島委員
員山田薫さん、これからよろしくお願いします。
長はじめメンバーの皆様にはお世話になりま
加藤則之君 いよいよ 14 日（日）より市議選に入
すが、よろしくお願いします。
ります。全力で頑張ります。皆様何卒よろしくお
 4 月 14 日（日）13：00 より、2019-20 年度の地
願い致します。
区研修・協議会がホテルナゴヤキャッスルにて
鈴木吉男君 4 月 20 日から「藤まつり」が始まり
開催されます。ホストクラブは、豊川宝飯ＲＣ
ます。パンフレットとまちあそびを配布しました。
です。当クラブより 18 名の方が登録しており
去年は花が早すぎてゴールデンウィークには花は
ますので、ご出席をよろしくお願いします。な
ありませんでした。今年は、前半は花はないと思
お、受付は 11：30 から始まり、友愛の広場で
います。自然とのつきあいは難しいですね。
の昼食も用意されています。
加藤隆朗君 篠田先生、ありがとうございました。
 本日 13：30 より、2019-20 年度の第 3 回ＩＭ実
高木輝和君 ①稲川先生にお世話になりました。
行委員会が例会場にて開催されます。
②柴田さんにお世話になります。
 本日 16：00 より、ガバナー事務所にて第 7 回
幅辰雄君 昨日の次年度理事役員会を欠席しました。
地区補助金委員会が開催されます。浅井彦治次
中野義光君、堀田力男君、山田公男君 その他。
年度地区補助金委員が出席する予定です。
卓 話
 4 月 19 日（金）は、定款 8-1 により休会ですの
卓話担当：寺田晏章君
で、お間違いのないようお願いします。
講
師：公認会計士 松下高士氏
 5 月 10 日（金）18 時より、新旧合同の役員・
演
題：「青年海外協力隊、ジャイカ
理事・委員長会議を、祖父江町にあります「味
海外協力隊に参加して」
の山善」にて開催します。本日、該当する方に
案内を配布させていただきました。送迎バスの
用意もしていますのでご回答は早めにお願い
します。なおこの会議は、懇親はもとより、次
2000～12 年間
年度へのしっかりとした引継ぎを考えていま
東京、名古屋で
すので、是非ご出席を宜しくお願いします。
税務、会計業務
 6 月 7 日(金)の卓話担当の滝川林一君を、6 月
14 日（金）の担当の片岡鉄君に変更します。ま
2013～5 年間
1998～2 年間
た 6 月 14 日（金）の例会は、6 月 11 日（火）
ベトナム国で
ドミニカ共和国で
に日程を変更します。6 月 11 日（火）の例会は
JICA 企画調査員
青年海外協力隊（音
ｓ
夜例会となり、津島ロータリークラブ創立 66
楽隊員）
周年記念祝賀会を開催する予定となっていま
す。
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～国際協力機構を通じた国際協力～
私の経験を中心に、国際協力機構を通じた国際
協力についてお話しいたします。
国際協力機構は途上国のために様々な支援を行
っており、支援活動を現地で実施する人材も様々
な形態があります。今回はその中でも（1）海外協
力隊と、（2）専門家および企画調査員についてお
話しいたします。
（1）海外協力隊は技術や経験を持っている方を派
遣し、途上国のために技術を移転する事業です。2
種類ある海外協力隊の中で、中南米の日系社会を
対象としたものが日系社会海外協力隊で、日本人
学校の教師なども含まれます。私が赴任したドミ
ニカ共和国も、太平洋戦争後の日系移民がいるた
め、日系社会海外協力隊が活躍していました。
もう一つが青年（もしくはシニア）海外協力隊
です。途上国の僻地で井戸を設置するようなイメ
ージがあるかもしれません。私が派遣された時は
自動車整備やコミュニティ開発を行う隊員が同期
で派遣されておりましたが、自動車整備のような
特定技能を有する方、もしくはコミュニティ開発
のような特定技能が求められない職種の場合は大
学院卒業のような高い学歴の方も参加されていま
した。
私の場合は高い学歴も特別な技能も持ち合わせ
がなかったのですが、赴任先にバイオリンが寄贈
された後、教えられる人材がいない中、ある程度
バイオリンが弾けてかつ途上国に行って支援をし
たいというニーズに見合う人材が少なかったため、
幸運にも協力隊として赴任することができました。
赴任国はドミニカ共和国という九州に高知を足
した程度の小さな島国です。ヨーロッパからカリ
ブ海にリゾートで訪問する際の代表的なリゾート
地で、観光収入および出稼ぎが主要な産業となっ
ています。私の赴任際はサトウキビ畑に囲まれた
精製工場がある、コンスエロという田舎町ですが、
ソルレオノールというカナダ人のシスターが村を
治めている関係でカナダのロータリーからバイオ
リンが寄付されたことが協力隊派遣の契機となっ
ています。
運悪く 1999 年 9 月現地赴任直後に、12 年に一
度のハリケーンが襲来。隣の木造の家は屋根も壁
も全て飛ばされるほど酷いものでした。シスター
の指示のもと、村の人々の生活の基盤を立て直し
たのちは、バイオリン教室を開始。バイオリンと

は何かドミニカ人に紹介することから始め、ビオ
ラやチェロ、管楽器といったバイオリンを超えた
音楽活動の輪を広げ、2 年の活動終了直前にはオ
ーケストラの演奏会を行うこともできました。
（2）ドミニカでの活動の傍、国際協力機構では技
術協力専門家という形での海外協力も行われてい
ることを知り、日本帰国後税務会計関係の専門性
を身につけました。残念ながら税務会計分野より
も建築土木分野などが途上国に支援ニーズが多か
ったため、技術協力専門家をサポートする立場の
企画調査員として日本からの支援が多いベトナム
社会主義共和国に赴任いたしました。
ベトナムは 1946 年以降、フランス、アメリカ、
中国などとの戦争の歴史が長く経済的に立ち遅れ
ておりましたが、1986 年ドイモイ以降急速に発展
しつつある国です。ベトナムの産業は洋服や靴の
製造といった労働集約的なものがまだ中心ですが、
産業を高度化するため、産業を担う人材育成を行
い、裾野を形成する中小企業を育成し、産業構造
の転換を政策的に支援する、といった活動を行っ
てきました。
産業人材育成としては、日本の職業訓練校の先
生を専門家としてベトナムの学校に派遣。中小企
業育成としては、日本の製造業の専門家をベトナ
ムの中小企業支援機関に派遣。政策支援としては
例えば自動車産業の集積を図るため計画投資省、
商工省、財務省といった複数省庁の方と共に産業
の支援プランを検討致しました。
現在は国際協力機構を離れ民間企業で勤めてお
りますが、自社の農業機械をベトナムに導入する
ことで国際協力ができないかと、先週ベトナムの
農村を訪問してきたところです。今年はロータリ
ーでもベトナムの農村にある学校支援が計画され
ていると伺っており、本日お話しした内容が少し
でも皆様の活動においてご参考となれば幸いです。

その他
5 月 16 日(木)、
あまＲＣとの合同ゴルフ
大会があります。あまＲＣは
22 名がエントリーしてます。
津島もナントカ……、
頑張りましょう。
山田勝弘副会長

加藤則之次年度
Ｒ財団委員長

山本達彦
ゴルフ幹事
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今回の席順は血液型別
にしました。
62 人の津島ＲＣ会員の
うち各血液型の人数は
Ｏ型が一番多く、次にＡ
型です。

台北滬尾扶輪社創立 13 周年訪問
寺島淳一国際奉仕委員長
4 月 16 日（火）の姉妹クラブ・台北滬尾ＲＣ創
立 13 周年例会に、8 名の津島ＲＣ会員と夫人 1 名
が出席しま
した。14 日出
発組と、地区
研修・協議会
の翌日の 15
日出発組に
分かれての
台湾到着で
す。
記念例会で伊藤会長は中
大家好！ 我代表
国語で挨拶しました(通じた
津岛扶轮社在此
かな？)。
至恭贺辞。

20 人

津島ＲＣ会長挨拶
伊藤哲朗会長
津島ロータリーク
ラブを代表して、ご
挨拶申し上げます。
貴クラブが創立 13
周年を迎えられ、本
日ここに記念式典を
開催されますことを
心からお祝い申し上げます。また、お招きをいた
だきまして感謝申し上げます。
貴クラブが創立された折、日本からお祝いに駆
けつけ、ご挨拶させていただいたことを思い出し
ております。素晴らしい創立記念式典でありまし
た。そして、同年 11 月に提携後、姉妹クラブとし
て交流してまいりました。
貴クラブが推進し、3 ヵ年に亘ってのグローバ
ル補助金事業である高義國小学校のＩＴ事業が、
無事完遂されましたことに、お慶び申し上げます。
私共も小学校に訪問させていただき、教育の現場
を拝見することができました。共同事業の一翼を
担わせていただいたことに、大きな意義と感謝の
気持ちを感じております。
さて、本年 3 月には、当クラブにレアルティ会
長始めメンバー、ご夫人、ご友人にご来訪いただ
き、津島ＲＣの例会にご出席いただきました。当
クラブのほぼメンバー全員に会っていただき、あ
りがたく思っております。
今後共、両クラブがより一層交流を深め、さら
にロータリークラブがめざす国際平和に寄与でき
るようにしていきたいと思っています。
貴クラブが、この式典を契機として、さらに発
展されることをご祈念申し上げ、ご挨拶とさせて
いただきます。本日は誠におめでとうございます。

14 人

7人

21 人

Ｏ型が
多いわね
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【台南・高雄旅行】
4 月 14 日(日)、台湾に到着した伊藤哲朗会長、
吉田康裕幹事、寺島淳一国際奉仕委員長、鈴木吉
男国際奉仕副委員長の 4 名は、台北滬尾ＲＣの
方々に案内されて台南と高雄へ旅行しました。

蔡輝文(Realty)会長と伊藤哲朗会
長の記念品交換。津島ＲＣからは
牡丹の花のオリジナル七宝焼をプ
レゼントしました。

【4 月 15 日(月)台南】 大砲の先は
この人

津島ＲＣの面々。楽しんでます！
↑台南の新美街
にある「台南大
天后宮」の石碑

←台湾国定
古跡「億
載金城」
の大砲

会長エレクトコンビ
吉田幹事、陳柏樺(Alfa)
伊藤幸蔵君、陳建源(Jim)氏 国際奉仕委員長、Jim 氏、
何建新(Andy)氏

へーい、お待ち!!
カッコいい？!

カラオケでノリノリ～

昼食の府城食府の
正宗台南料理が美
味しかった～！
←メニュー
カラオケ最高潮！

サイン
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【4 月 15 日(月)台南から高雄へ】
4 月 25 日(木)、桑名ＣＣにて津島ＲＣゴルフ会
が開催され 12 名が参加。稲垣宏高君が優勝しまし
た。おめでとうございます！ 次回 5 月 16 日(木)
のあまＲＣ合同ゴルフ大会、頑張りましょう。

左営・慈済宮竜虎の塔
寺院
【4 月 16 日(火)高雄から台南、台北へ】

順位
優勝
2 位
3 位

高雄で日本酒・長珍
を飲みました。

氏

名

稲垣宏高
山田公男
篠田 廣

OUT
51
49
43

IN
49
49
43

ｸﾞﾛｽ
100
98
86

Hcp
20
18
4

ﾈｯﾄ
80
80
82

5 月の例会変更
烏山頭水庫・八田與一記念
公園の八田與一邸等の宿
舎が再現されています。

シーフード
【4 月 15 日台湾入りのお出迎え】
前日の地区研修・協議会に出席した次年度杦田
勝彦幹事夫妻、猪飼充利国際奉仕委員長、飯村理
社会奉仕委員長が 4 月 15 日に台湾入りしました。
台北滬尾ＲＣの皆さんが空港へお出迎えしてくだ
さり、そのまま
歓迎会に招かれ
ました。翌日の
13 周年例会で先
発隊の 4 名、そ
して、伊藤幸蔵
会長エレクトと
合流しました。

クラブ名
一宮 RC
名古屋丸の内 RC
名古屋北 RC
尾西 RC
名古屋東南 RC
稲沢 RC
名古屋東南 RC
一宮北 RC

日
5/16
5/16
5/17
5/20
5/22
5/22
5/29
5/31

サイン受付
一宮商工会議所㌱
名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F
名古屋東急ホテル
尾西信用金庫本店
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
林商事ビル
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
一宮商工会議所㌱

次回例会
第 3193 回 ’19 年 5 月 10 日(金)
卓話担当：青少年奉仕委員長 中野義光君
講
師：愛西市教育長 平尾 理氏
演
題：「青少年育成について」
お知らせ
■休会
5 月 3 日（金）

トピックス
4 月 20 日より尾張津島藤ま
つりが始まり、田中正明広報委
員長が単独現地取材に出向き
ました。28、29 日頃から見頃
になりそうです。お楽しみに！

曜
木
木
金
月
水
水
水
金

憲法記念日のため

■事務局ＧＷ休暇
4 月 27（土）～5 月 6 日（月）
■今年度・次年度役員・理事・委員長会議
と き：5 月 10 日（金）18：00
ところ：味の山善（祖父江町）
その他：送迎バス(17:30 商工会議所発)

-+
5 月 10 日（金） す き 焼 定 食
5 月 17 日（金） とんかつ定食
5 月 26 日（日） (京都・川床料理)

■次年度合同委員会（11 委員会）
と き：5 月 17 日（金）18：00
ところ：朝日寿し
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