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本日の行事予定（2019 年 11 月 29 日） 

第 3215 回例会 

卓話担当：安江正博君 

講  師：津島市立図書館 

館長 園田 俊介 氏  

演  題：海部津島の伊勢湾台風 

     ～60 年前の水害を振り返る～ 

 
 

先回の記録（例会） 

第 3214回 ’19年 11月 8日（金）晴れ 

卓話担当：高木輝和君 

演  題：Ｔｈｅアフリカ ポツンと一軒家

レソト王国  

ロータリーソング  「日も風も星も」 

ソ ン グ リ ー ダ ー  長田一郎君  

会 員 総 数  61名   10月 19日例会分訂正 
出席免除会員  14名   欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  46名   MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率 74.19％  訂 正出席 率  100.00％ 
超過出席者  
幅辰雄君、服部貴君（ＩＡＣ） 
 

 
会長挨拶 

伊藤幸蔵会長 

本日も寒くなったなか

皆さまお元気で出席いた

だきましてありがとうご

ざいます。 

さて一昨日のことです

が、尾西ロータリークラ

ブの主催でピアノコンサ

ートがありました。エン

ドポリオのチャリティーコンサートでした。平日

の昼間であるにも関わらず、津島からも大変多く 

 

の方に参加していただきまして、大変ありがとう

ございました。近所にもショパンがいるんで、い

つもショパンは聞き飽きておりますが、大変感動

したので CDを思わず買ってしまいました、サイ

ン入りですぞ。欲しい人差し上げます。 

尾西ロータリーは人数が少ない、20人くらい

ですな。この間地区大会を盛大に主催した清須も

30何人かの。ガバナーが出てる江南も 40人足ら

ず。津島は 60人もメンバーがいるんだから、な

んでもできますね。 

  さて、いよいよ紅葉本番、紅葉狩りの季節で

す。で、季節外れの話題ですが、野党が首相主催

の「桜を見る会」国費を 5,500万円も使って、飲

み食いさせるなんて公職選挙法に抵触するのでは

と追及していましたね。 前夜祭もあるそうです

ね。加藤則之議員の後輩の安倍首相は、参院予算

委員会で「功労、功績があった人を招待してい

る」と答弁していましたが。スガ官房長官は、結

局、来春の桜を見る会の中止を発表しましたと

さ。まあ、日本は平和なこってすね。津島市議会

で、つくしを取ったとやら、山で木を盗んできだ

とか、、そんな議論と同じような感じですかね？

税金ではもっと質の高い議論せなかんことがよう

けあるんちゃいますかね。 

  「桜を見る会」はもう一つあって。天皇陛下が

主催する「園遊会」です。こちらの費用は皇宮費

で賄われるそうです。昨日も大嘗祭ありました

ね。園遊会、こちらも各界、各層でこの一年功績

のあった人や活躍した人たちが招待されるという

ことで、叙勲を受けた寺田さんは招待されるんで

すか？県会議長様はご招待されたそうで、知代ち

ゃんも行かれた話を聞きましたね。わたしも御招

待していただきたいものです。 

  私は今、日本語を外国人に教えてるんですが、

紅葉の紅葉狩りやさくらの花見はとても日本的
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で、日本の風物詩、文化、伝統として教えていま

す。でも、技能実習生には美味しいもの禁止、楽

しい事禁止と校長先生にはいつもしかられてます

が、、、 

  で、物の数え方も教えているんです。どこの国

でもだいたい助数詞みたいなものがあるんです

が、ベトナム語でも多いですね。たとえば 英語

だとア カップ オブ、ア スプーンオブ シートオ

ブなんてのがありますね。日本語の数の数え方な

んですが、普通の物は「こ」で大体いいんです

が、みかん、りんご など。長いもの、ほんぽん

ぼん。動物の数え方、ひきぴきびき。なんで？法

則があります。また、匹 と頭の違い、小さいの

はヒキ、犬、ねこ、うさぎ など。大きいのはト

ウ、うし ライオン、うま、など。馬はまた別に

①ちゃく、②ちゃく。ネット上の小学生の珍回答

だそうです。 

  次の、あいうえお、の中から選んで、動物にマ

ルをつけなさい？という質問があるんですが、、、

あーイルカだとか、いー魚だとか。うーコウモリ

だとか、、、えー虫、おー植物、サンゴ、、、などな

ど、、、。あいうえうの中だと「あ」に◯をつける

のが正解でした。答えは、アニマルです。 

  今日の卓話は、高木さんにアフリカのアニマル

のお話などををして頂きます。もう会う事はない

んではと心配しておりましたが、、、よろしくお願

いします。 

 

 
 

幹事報告 
杦田勝彦幹事 

１. 本日、地区大会の登

録料請求書をお配りし

ましたので、お早目にお

支払いくださいますよ

うお願いします。 

２. 11 月 18 日（月）午

後 6時からクリスマス会

試食会がホテルナゴヤキャッスルで行なわれま

す。メーキャップ対象になります。 

３. 11 月 19 日（火）午後 4 時から第 4 回地区社

会奉仕委員会がガバナー事務所にて開催されま

す。猪飼充利地区社会奉仕委員が出席されます。 

４. 11 月 20 日（水）午後 2 時から第 2 回補助金

委員会がガバナー事務所にて開催されます。浅

井彦治地区補助金委員が出席されます。 

５. 11月 21日（木）午後 6時から国際奉仕委員会

が魚しまで開催されます。 

６. 11月 24日（日）RLI会長エレクト研修パート

Ⅱが星城大学丸の内キャンパスで開催されます。

滝川林一会長エレクトが参加されます。 

７. 次回 11 月 22 日は休会です。お間違えのない

ようにお願いします。 

８. 本日の回覧資料は「よねやまハイライト」№

236及び RI2760地区 10年史です。 

９. 配付資料 

⚫ 役員忘年会のご案内 

 

 

ニコボックス報告 第 3214回分 

伊藤誠ニコボックス委員長 

伊藤幸蔵会長、田中正明

副会長、杦田勝彦幹事 

高木輝和君、本日の卓話

よろしくお願いします。 

高木輝和君 本日卓話を

担当します。たくさんの

写真を載せていただきま

した。 

浅井賢次君 ①高木さん楽しい旅行お帰りなさ

い。南アフリカの話楽しみにしております。②地

区大会で表彰していただきありがとうございまし

た。ひ孫の七五三祝いの為、途中早退し申し訳あ

りませんでした。 

篠田廣ガバナー補佐 地区大会ご苦労様でした。 

宇佐美三郎君 只今、津島神社の大嘗祭が行わ

れました。 

伊藤幸蔵会長、浅井彦治君、飯村理君、伊藤誠

君、稲川明俊君、大河内勝彦君、神谷里明君、

加藤則之君、加東育郎君、小林啓子君、坂井裕

君、篠田廣君、長田一郎君、野々山勝也君、幅

辰雄君、堀田正裕君、水野憲雄君、矢田潔君、

吉田康裕君 浅井賢次君、ロータリー在籍 50周

年表彰おめでとうございます。 

浅井彦治君、伊藤聖年君、加藤則之君、長田一

郎君、野尻栄一君、水野憲雄君、八田潔君、山

田勝弘君 高木輝和君、本日の卓話よろしくお

願いします。 

寺島淳一君、山本達彦君 その他

 
卓 話 

卓話担当：高木輝和君 

演  題：Ｔｈｅアフリカ ポツンと一軒家

レソト王国  

今回は、前回の旅行帰

りにヨハネスブルクの空

港で偶然お会いした浜松

ハーモニーＲＣの伊藤千

明氏の紹介で、南アフリ

カの大都会マセルと天空



     

 

- 3 - 

第 3215 回例会 

                                                               

の王国「レソト王国」に行ってきました。 

 

 

レソト王国は、南アフ

リカ共和国にぐるっと周

囲を囲まれた小さな国。

一番低い標高でも 1400ｍ

もある山岳地帯でとんが

り棒とブランケットが特

徴の小国です。他のアフリカ諸国と同様に、中国

が経済援助を武器に進出していますが、現地人は

雇用せずに中国人を雇用しレソトの王様との結び

つきを大切にしているようです。 

1994 年 創 立 の

Maloti-Maseru

（マロティ・マセ

ル）ＲＣに出席し

てきましたが、食

事の用意もなく

大して歓迎もさ

れませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

津島ＲＣのジャンバーを 3着持参しました。 

 

クルーガー国立公園やサビサンド私営動物保護

区に出かけました。クルーガー国立公園内には、

2000キロにわたり道路が整備されており、無理な

く自然を楽しむことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ヨハネスブルクの空港で、ラグビーワールドカ

ップ日本大会で優勝した南アフリカ代表が、様々

な人種のファン数千人に歌や踊りで出迎えられ、

喜びを分かち合っている場面に遭遇しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーヒータイム♪ 
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次回例会 

第 3216回 ’19年 12月 6日（金） 

卓話担当：伊藤 基君 

演  題：津島市からでも天体観測 

お知らせ 

■津島東高校ＩＡＣ例会 

 と き：11月 29日（金）16：00～ 

 ところ：津島東高校北館２中教室 

 

 
 

委員会報告・その他 

 

■ ロータリークラブ在籍 50 年表彰 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 2019-20 年度国際ロータリー第 2760 地区

地区大会の御礼 

         篠田廣ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

山本達彦親睦活動委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

浅井彦治ＩＭ実行委員長 

 

 

 

 

 
12月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月の例会変更 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会でＲＣ在籍 50年表彰を受けた浅井賢次君

を、あらためて表彰しＲＣ会員でねぎらいました。 

クリスマス家族例会試食会

11月 18日（月）にホテルナゴヤキャッスルにて 

試食会を行いました。 
 

12月  6日（金)   刺身、茶碗蒸し 

12月 14日（土)  （クリスマス） 

12月 20日（金）  割子弁当 

12月 27日（金) 納会（寿しパック・お茶）

ちゃ） 

11月 14日（木）に名鉄ニューグランドホテルにて、

ＩＭ現地調査を行いました。 

 

ＩＭ現地調査 

ソングリーダーの 

長田一郎君 

楽しみにしてい

てくださいね♪ 

地区大会、出席

ありがとうござ

いました！ 

クラブ名 日 曜 サイン受付

稲沢RC 12/7 土 林商事ビル

名古屋栄RC 12/9 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ9F(夜）

名古屋空港RC 12/9 月 キャッスルプラザ

一宮中央RC 12/11 水 一宮商工会議所ビル

尾西RC 12/16 月 尾西信用金庫１階

名古屋守山RC 12/18 水 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ

名古屋名駅RC 12/18 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

名古屋大須RC 12/19 木 名古屋東急ホテル

名古屋大須RC 12/26 木 名古屋東急ホテル


