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本日の行事予定（2020 年 2 月 28 日） 

第 3226回例会 

卓話担当：長田一郎君 

講  師：社会企業創設者 

     長田広告(株)マレーシア子会社 

顧問  

大学院大学至善館 特任准教授 

黄 麗 容 氏 

演  題：一人の米山学友の歩み 

先回の記録（例会） 

第 3225回 ’20年 2月 21日（金）晴れ 

≪平和と紛争予防/紛争解決月間≫ 

卓話担当：猪飼充利国際奉仕委員長 

講  師：地区国際奉仕副委員長 

児玉憲之氏（あまＲＣ） 

演  題：RI 第 2760 地区国際奉仕委員

会の直近の支援活動について 

ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

ソングリーダー  山本達彦君  

ﾋﾞ ｼﾞ ﾀ ｰ 加藤憲治君（あまＲＣ） 

会 員 総 数  59名   1月 24日例会分訂正 
出席免除会員  19名   欠 席 会 員   41名 
本日出席会員  48名   MAKEUP会 員   27名 
本日の出席率 81.36％  訂 正出席 率   91.84％ 
超過出席者  
伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、伊藤基君、大河内勝彦
君、田中正明君、山田勝弘君（クラブ広報委員会） 
猪飼充利君（第 5回地区社会奉仕委員会） 
篠田廣君、山田勝弘君、伊藤幸蔵君、相羽あつ子
君（大成中学、高校インターアクト加盟認証伝達
式） 
 
 
 
 

 
会長挨拶 

伊藤幸蔵会長 

今日は 朝は寒かったもの

も、お天気も良くなりポカポ

カ陽気で、いよいよ春を感じ

られる気分で 

 

すね。今日もお元気でご出席

していただきまして、ありが

とうございます。あまロータ

リーの児玉様、本日は国際奉仕のお話、ありがと

うございます。鈴村與左衛門様にはベトナムで、

大変お世話になりました。よろしくお伝えくださ

い。サシヨシのカトケンさんもようこそ、お越し

くださいました。 

 さて、現役メンバーの八谷くんですが、ショッ

ク、びっくり、残念であります。今日はりっぱな

息子さんもご挨拶に来られました。八谷ちゃんも

安心していることでしょう。八谷君は先週の金曜

日の夜お亡くなりになられたわけでありますが、

正しく、善人は早死にするという言葉のように、

いい人でありました。ご冥福をお祈りしたいと思

います。 

  篠田先生にお聞きしたところ、肝臓の移植手術

をお願いしており、その準備をしていると言うこ

とでありましたし、その準備に半年位かかると言

うことでありましたので、まあ、そのうちにはお

元気なお姿を見れると思っておりました。 

PTA関係、天王中同窓会、Ｔomorrow's のお世話、

くつわ踊り、観光協会、世の中のため、みんなの

ために一生懸命尽力した人でありました。まだ、

50 代と言う若さで物故会員になられたわけであ

りますが、何かの挨拶で、物故会員にならないよ

う頑張ります、と冗談を飛ばしておられましたの

が思い出されます。八谷ちゃんの足元にはなかな

か及びませんが、その分も一生懸命いろんなこと
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に取り組んでいかねばと言う決意をした所存であ

ります。 

  新型コロナウィルスが世界で猛威をふるってい

るわけでありますが、愛知県やこの辺でも感染者

が出たと言うことで、「武漢ガンバレ」などと呑気

なこと言っておれない状況になりつつあるようで

すね。逆に、中国の SNSでは、日本から送られて

いる支援物資などに感謝を示し、日本での感染拡

大を心配する声が投稿されているようです。日本

から発信される新型コロナウイルスのニュースに

関心を寄せながら、発生源となった自分たちの経

験をいかしてほしいという思いが伝わってきます。 

 2 、3日前にマニラから帰ってきた友人による

と、空港、ホテル、カジノといたるところで体温

のチェックをしておると言うことでありました。 

また、カジノなどで幅をきかせておりました中

国人がいなくなって、静かで良かったわ～って言

ってました。 

  明日から、どこかシャン行かれる、、、気を付け

て行ってきて下さいね。このまま収束することな

く、、、4 月の台湾フーエイロータリーの周年にま

でには、、、心配であります。 

 まあいずれにせよ、健康第一で頑張りましょう。 

 
幹事報告 

杦田勝彦幹事 

１. ガバナーエレクト事務所

より、地区出向委員の方に委

嘱状が届いております。 

後ほど会長よりお渡しいた

します。 

２. 本日、インターアクト年

次大会の打合せのため、佐藤

敬治実行委員長、幅辰雄青少

年奉仕委員長、相羽あつ子地区インターアクト

委員が津島東高校に行かれます。 

３. 25日（火）地区インターアクト委員会が臨時

に開催されます。海外派遣研修等に関する打合

せをするとのことです。 

４. 28日（金）午後４時から地区第４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. 配付資料 

①津島ロータリークラブ半期決算 

前回理事会で承認を頂きました。説明は省略

させて頂きますので、御質問がありましたら幹

事までお願いします。 

②日帰り家族会の案内をお配りいたしました。 

６. 回覧資料 

①あいさい音楽祭報告書 

②大成中学、高校インターアクトクラブからの

礼状 

③ハイライトよねやま 

ニコボックス報告 第 3225回分 

ニコボックス委員会 堀田正裕 

伊藤幸蔵会長、田中正明副

会長、杦田勝彦幹事 ①本

日の卓話講師に地区国際奉

仕副委員長の児玉憲之氏を

お迎えして②猪飼充利君、

本日の卓話よろしくお願い

します。③八谷順一君を偲

んで。お世話になりました。 

児玉憲之君（あまＲＣ）本日卓話のお時間をいた

だきまして有難うございます。つたない卓話です

がどうぞよろしくお願い致します。 

加藤憲治君（あまＲＣ）篠田ガバナー補佐、伊藤

会長御苦労様です。公私共色々お世話になってお

ります。 

吉田康裕君 ロータリーゴルフ会で優勝できま

した。来月もゴルフ会を開催しますのでご参加お

待ちしています。 

浅井賢次君 時節柄しばらくの間 握手を控えさ

せていただきます。 

伊藤聖年君、加藤則之君、坂井裕君、野尻栄一君 

①本日の卓話講師に地区国際奉仕副委員長の児玉

憲之氏をお迎えして②猪飼充利君、本日の卓話よ

ろしくお願いします。 

伊藤幸蔵会長、杦田勝彦幹事、相羽あつ子君、飯

村理君、猪飼充利君、伊藤哲朗君、稲川明俊君、

片岡鉄君、神谷里明君、加東育郎君、小林啓子君、

坂井裕君、野々山勝也君、松本浩義君、矢田潔君、

山田勝弘君、山田公男君 八谷君、長い間ありが

とうございました。 

鈴木吉男君、寺島淳一君 子クラブのあまロータ

リーの児玉憲之氏をお迎えし、地区国際奉仕委員

会の御講演をご拝聴承ります。 

水野憲雄君 早くコロナウイルスが収まるよう

に。浅井賢次さんとの握手ができなくて残念です。 

堀田正裕君 野尻さんにお世話になりました。 

高木輝和君 先週の卓話ありがとうございまし

た。 

梶浦興蔵君 女性会員の方々、バレンタインチョ

コレートありがとうございました。 

高木輝和君 ゴルフで２位になりました。 

伊藤幸蔵会長 タカギさんにだまされました。 

浅井彦治君、飯村理君 その他 
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卓 話 

卓話担当：猪飼充利国際奉仕委員長 

講  師：地区国際奉仕副委員長 

児玉憲之氏（あまＲＣ） 

演  題：RI 第 2760 地区国際奉仕委員

会の直近の支援活動について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．活動の目的 

①地区内 85クラブの中の一つでも多くのクラブ

に国際奉仕活動に取り組んでもらい、その意義と

楽しさを知ってもらう事。 

２．活動内容 

①地区内各クラブの皆様が国際奉仕活動を計画す

る時に役立つ情報の発信と助言。 

②情報収集の為の地区国際奉仕委員会独自、又他

の地区委員会と合同の国際奉仕事業の実行。 

３．情報の内容・種類   

①現在どんな国でどの様な支援が必要か、又求め

られているのかという情報。 

②信頼出来る協力者・協力団体・支援要請国ロー

タリークラブの情報。（国際奉仕事業をスムーズ

に楽しく遂行する為には最も重要な情報） 

４．情報の収集方法 

①当委員会・地区の他委員会・地区内各クラブか

ら提供された情報を精査し、分別して収集。 

②委員会が実際に国際奉仕事業を行う中での様々

な情報の収集。 

５．情報発信の方法 

①地区研修・協議会の分科会で地区内各クラブの

国際奉仕委員長予定者に情報発信。 

②地区内各クラブが取り組んだ国際奉仕事業をま

とめて 2760地区国際奉仕事業報告書の作成。 

③年度末に地区内国際奉仕委員長会議を開催し、

情報交換。 

④地区内各クラブでの卓話（国際奉仕委員会活動

報告） 

⑤インターネットに支援要請国の支援内容・協力

団体等をアップしたサイトを立ち上げ、地区内各

クラブの国際奉仕委員長が閲覧出来るマッチング

サイトの作成。 

 （ポリオプラス／職業研修チーム委員会と合同

で現在作成中。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 2760 地区国際奉仕委員会から依頼のあ

った余剰ボールペン集まった分を児玉地区

国際奉仕副委員長にお渡ししました。 

＊主な事業＊ 

【2016～17年度】    

＊4月 8日～10日訪問 

インドネシア  

ジャカルタ「ベースキャンプ整備事業」 

貧困地区 4ヶ所のベースキャンプ改修。図

書室の改修。 

エアコン設置・パソコン・プロジェクター・図

書・教材の購入 

＊2017年５月１４日～１７日ネパール訪問 

ブトワル地区においてグローバル補助金事

業キックオフ 

2019年 10月事業完了 

 【2017～18年度】  

フィリピン「水と衛生事業」 

4つの小学校、1つのボーイスカウト施設へ 

94か所のトイレ・手洗い場を整備 

＊2018年 11月 28日～12月 1日 

ネパール・ブトワル地区視察訪問 

ブトワルダウンタウン RC例会訪問・ミーテ

ィング 

医療機器の確認のため病院訪問 

衛生啓発活動・女性保健ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成 

【2018～19年度】 パキスタンポリオ撲滅支援 

2019年 5月パキスタン カラチ 

移動式教育ユニット 4台の寄贈・啓蒙活動 

（1台 85万円/車両費一式込み） 

【2019～20年度】 

①東ティモールへの教育支援 

2020.5 寄贈式典（予定）学童送迎用自動車

の寄贈 

就学困難者への学用品等の寄贈 

②パキスタンへの医療支援 

2020.4寄贈式典（予定） 

オートバイで牽引するポリオ支援物資ボックス 

 

ボールペンの提供 

ありがとうござい

ました！ 
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委員会報告・その他 

■日帰り家族例会の案内 

山本達彦親睦活動委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月の例会変更(追加分あり) 

 

3月のメニュー 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋栄RC 3/9 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ9F(夜） 

名古屋守山RC 3/11 水 名古屋ﾏﾘｵｯトｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

名古屋大須RC 3/26 木 名古屋東急ホテル 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ HDCP ﾈｯﾄ 

優勝 吉田康裕 45 45 90 9 81 

2 位 高木輝和 52 48 100 18 82 

3 位 伊藤幸蔵 47 54 101 18 83 

第 2760地区ガバナー、ガバナーエレクトから委

嘱状が送られました。よろしくお願いします。 

【第 2760地区 2020-21年度】 

補助金委員会委員     浅井 彦治君 

インターアクト委員会委員 相羽あつ子君 

社会奉仕委員会委員    加東 育郎君 

お知らせ 

 

■ 津島東高校ＩＡＣ例会 

  と き：3月 4 日（水）16：00 

  ところ：津島東高校 

■ 理事会 

  と き：3月 6 日（金）例会終了後 

  ところ：ウール会館 2階 

■ 理事会 

  と き：3月 6 日（金）18：00～ 

  ところ：魚しま 

■休会 

 3 月 20 日（金） 定款 8－1 

 

 

次回例会 

第 3227回 ’20年 3月 6日（金） 

卓話担当：野々山勝也君 

講  師：プルデンシャル生命保険㈱ 

    

木村 宗和氏 

演  題：相続と生命保険の活用 

3月 6日（金) 煮魚、刺身定食 

3月 13日（金) トンカツ、豚汁 

3月 29日（日) 家族例会（伊賀牛の会席） 

3/29（日）にいち

ご狩りをメインに

したプランを予定

しています。ぜひ

ご家族でご参加く

ださい！！ 

ゴルフ会 2月例会 

2月 20日（木）桑名カントリークラブで

開催し、7人が参加しました。 

その結果、吉田康裕君が見事優勝しました。 

着物をきかえて 帯しめて 

   今日はわたしも はれ姿 

   春のやよいの このよき日 

   なによりうれしい  

ひな祭り ♫ 

だんだん暖かくなり 春の訪れを感じますね♪ 


