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君が代 奉仕の理想
会員 61 名（出席率算入人数 59 名）
出席 46 名 出席率 77.97％
前々回補填率 81.82％
（9 月 17 日分）
ゲスト
体験例会 福松不動産販売株式会社

代表取締役 江松 央統さん
ビジター 名古屋瑞穂 RC
堀
慎治さん
10 月の誕生日

8 日 新原
尚さん 8 日 白銀
19 日 森田敏二三さん 20 日 小野
30 日 坂本
晃さん
8日
22 日
25 日
31 日

義昭さん
雅之さん

配偶者誕生日
小野真智子さん 9 日 児島由利子さん
坂田多喜男さん 22 日 加藤 恵子さん
武藤 たかさん 30 日 木下けい子さん
白銀 美穂さん

会長 あい さつ


会長

山本

郁矢さん

皆様、こんばんは。
本日は福松不動産販売株式会社
代表取締役 江松央統様と名古屋
瑞穂RC 堀慎治様にご出席頂い
ております。
さて、私は今、西区の児玉学区
に住んでおりまして、町内会長を
務めさせていただいております。
先週10月1日は、町内会でお祭りをやりました。
また、今週末は子供会の運動会がございます。更に
次の週には防災訓練をやります。地区の方との面識
も増えました。
先々週には、台風で避難勧告が出ましたので、ラ
グビーの強い西稜高校に避難というような事で、乾
パンを出したり、お水を出したりというような、初
めての貴重な経験をさせていただきました。
やはり地域に密着した形というのも必要ではない
かと思います。皆様も地域の方と接せられるのも良
い経験ではないかと思います。是非お勧めして、本
日の会長あいさつに代えさせいただきます。ありが
とうございました。
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副会長 伊藤 博昭さん
1. 10月の理事会は、来週11日5時より開催いたしま
すので、理事・役員の方は、ご出席の程、宜しく
お願いいたします。

ニコボックス
◆

加藤英敏さんの紹介の江松さん、体験例会ご出
席、ありがとうございます。

加藤 英敏さん
山本 郁矢さん
佐々木元彦さん
川村 繁生さん
林
隆二さん
児島 徳和さん
朝比美和子さん
◆

榊原 和美さん
吉木 邦男さん
野々村憲吾さん
久米 伸治さん
伊藤 圭一さん
小野 雅之さん
大橋さなえさん

坂田
川辺
江村
山本
水野
鈴木
黒田

信子さん
清次さん
雅夫さん
誠一さん
俊男さん
清詞さん
康正さん

涼しくなりました。皆様お風邪などひかない様に
自分の身は自分で守りましょう。

浅井
浩さん
細井 俊男さん
田中 一雄さん
田中 省三さん
犬飼りさ枝さん
伊藤 博昭さん

白藤 憲雄さん
森田敏二三さん
鈴木
享さん
中西 芳子さん
江上 隆夫さん
三浦
隆さん

三浦 和人さん
新原
尚さん
東山 直史さん
三島多恵子さん
中村
勝さん
杉本
勇さん

中村勝さん、先日は頭痛がひどく、苦しんでおりま
したが、貴方の友情で治療していただき大変良く
なりました。ありがとうございます。

小山 愼介さん

◆

本日合計

45,000 円

累計

460,000 円

委 員 会 報 告
■職業奉仕委員会
委員長 久米 伸治さん
出席袋に再来週の職場例会の詳細の案内を出させ
ていただきました。例会振替となりますので、お休
みの方はメークアップが必要となります。
10：00受付、10：30から始めます。通常例会で進
行していただき、10：45からカネハツさんからご
説明があります。食品関係ですので、当日は白衣
と帽子を着用していただきます。工場内の見学は1
時間程予定しています。それが済み次第カネハツさ
んの会議室を使わせていただいて、食事もカネハツ
さんの惣菜をバイキング方式で食べさせていただき
ます。そして、13：00に終わるよう予定しておりま

す。駐車場は別紙に案内してございます。宜しくお
願いいたします。
■米山記念奨学委員会
委員長 田中 省三さん
出席袋に米山のご寄付の案内を入れておきました
ので、宜しくお願いいたします。今月は米山月間と
なっております。米山奨学事業にご理解をいただき
ますよう、宜しくお願いいたします。

アンチエイジングエクササイズ
■環境保全・保健問題委員会

委員長 中村
勝さん
アンチエイジングの意味からお話させていただき
ます。
まず一番皆様が困るのは、脳が劣化する事です。
頭の中の前頭葉がしっかりしていないと駄目です。
これは、指先と舌で一番働きます。舌というのは言
語です。ロータリーの方は舌は大丈夫かと思います
ので、指の体操をやっております。これが終わりま
すと、次の老化は足からきますので、脚力を付けて
いただくという事で、少しずつプラスアルファをし
ていきたいと思います。
それでは、恒例のエクササイズを始めたいと思い
ます。

フリートーキング例会
■台北ミレニアム RC との共同事業報告
前年度社会奉仕委員会 委員長 児島 徳和さん
東日本大震災が起きた後、直前
会長である太田さんからの提案
で、我クラブの20周年記念事業の
残金、約400万円を被災地へ寄付
する事に決定しました。具体的に
どこへ何をどうするかにつきまし
て、私の方から、我クラブは創立
以来、名古屋市内にある児童養護
施設に対して支援・貢献をしてきている経緯がござ
いましたので、やはり今回の被災地にある児童養護
施設へ、義援金として出してはいかがでしょうかと
申し上げた所、それで良いのではないかとなりまし
た。私が言い出しっぺでございましたので、5月の
連休に出向き、事情を聞いた上で、理事会へご報告
させていただきました。
対象となる施設は被災3県で19施設ございます。
ただ、直接的に被害が大きかったのは、岩手県大船
渡市にある施設と、宮城県気仙沼市にある施設とい
う事が、電話でのヒアリングでわかりましたので、
その2箇所を訪問させていただきました。
まず、大船渡市にあります大洋学園という所は、
本体の施設は丘の上にあり無事でした。そこは大
船渡市と陸前高田市の両市に亘って幅広く児童養
護施設を展開していまして、その内の1つのグルー
プホームが、大船渡市の海岸のすぐそばにございま
した。それが津波で流されて無くなってしまいまし
た。それを復活させなければいけないのですが、資
金が無く、国からの支援も期待できないという時に
お邪魔しました。新たに津波の来ないエリアで、土
地を購入して建てるという事でございました。具体
的には土地や建物で2600万円位かかるという事でし

た。
当クラブからの支援と、台湾の台北ミレニアムRC
から共同支援をしたいという事で意思表示をいただ
き、併せて台湾にあるミレニアムと名前の付く2RC
も合同で支援したいという事でした。我クラブから
420万円、台北の3RCから180万円で計600万円の予算
を基に、2施設に分配をさせていただきました。被
害程度と、実情に応じて、現実的には大船渡市の大
洋学園に400万円、宮城県気仙沼市にあります旭が
丘学園には200万円という事で、9月1日、2日に目録
贈呈行って参りました。
気仙沼の旭が丘学園は、高台にありまして津波の
影響は無かったのですが、地震の揺れは岩手県より
宮城県の方が大きかったようで、施設内の至る所に
支障が出ているようでした。その修理代という事
で、台湾3RCから60万円と当クラブから140万円の計
200万円を出させていただきました。宮城県に限っ
て言いますと、漁業施設関連の早期復旧の為に工事
関係者が全部そちらへ取られてしまい、一般住宅の
修繕はほとんど出来ていないそうです。実際の工事
は年内にできるかどうかという事で、また完成した
ら写真等々もいただく事になっております。
最後に、実は今回、山本会長と入谷幹事と3人で
訪問して、分かってきた事があります。名古屋名南
RCが支援する事が、現地のRCに伝わりまして、名
古屋からわざわざ来てやってくれるのに、岩手県の
RCが何もやらないのはいけないという事で、大船渡
市の西RCが具体的に動きました。ガバナー月信の
「東日本大震災義援金に関する報告とお願い」とい
う所に載っておりますが、ガバナー会で集まったお
金の使途が進んでいないようでございます。そうい
う点では、名古屋名南RCの20周年記念事業に関わる
部分でやった事が、実は色々な意味で現地の呼び水
になっていくような気がしております。岩手・宮城
のRCは、会員の会社が津波に合った等で動けない状
態のようなので、ちょうど良かったのではないかと
思っております。
■地区補助金事業報告
ロータリー財団委員会 委員長 東山 直史さん
私共は、ロータリー財団の地区
補助金事業として、9月17日に養
護施設の方々をご招待して、フッ
トサルの練習試合をフットサルア
リーナ金山にて開催いたしまし
た。これは、鈴木清詞さんの持ち
ビルでございまして、安く事業を
遂行することができた事を感謝い
たします。
私共は、山本会長、入谷幹事を始めとして、会員
23名と事務局1名。そして、3施設の小学校3年生位
から高校3年生位までの子供たちが、指導者を含め
て約54名。合計80名弱で開催をいたしました。時間
も早く、会員の皆様にもこの場を借りて御礼を申し
上げたいと思います。
補助金にも円高ドル安の影響がございまして、12
万位の補助金を頂戴できるはずでしたが、ドル安で
10万円少々、そして社会奉仕委員会からも援助をい
ただきました。まず、練習用のユニホームのデザイ
ンをしまして、各施設へ贈呈をしました。

この補助金事業については、成功裏に終わったの
ではないかと私共なりに満足をしております。と、
言いますのは、各施設の子供達からお礼の手紙がま
いっております。1つの例として読ませていただき
ます。
中学校1年生の子からは、「名古屋名南RC様 こ
の度は、フットサル練習試合に招待してくれてあり
がとうございます。楽しかったです。お弁当美味し
かったです。Tシャツありがとうございます。12月
にフットサルの大会があるので、Tシャツを着て練
習を頑張りたいです。」
また、もう1人は、「この度は、フットサルの練
習試合に招待してくださって本当にありがとうござ
います。楽しくて、昼ごはんが美味しかったです。
Tシャツもありがとうございます。Tシャツを使っ
て練習をしたいです。これからも頑張ります。また
招待して下さい。ありがとうございます。」
施設責任者からも来ております。要約しますと、
「この度、他の施設とのフットサルの練習試合を
開催いただき、また子供達へフットサルのTシャツ
を寄贈していただき、ありがとうございました。
今回、フットサルアリーナのフットサルコートとい
う素晴らしい会場を用意していただき、子供達はと
てものびのびと楽しそうにプレーをしていました。
専用のフットサルコートで練習できる機会が無い為
に、貴重な体験をする事ができました。また、昼食
のお弁当は、その場で作っていただいた為、とても
温かく美味しかったです。12月に名古屋市内の施設
対抗のフットサル大会があるので、Tシャツを着て
練習に励みたいです。」と、このように各施設から
もいただいております。
30万の予算で、本部からは10万円位でございます
が、貴重な組織の資金でございますので、報告書は
きちんと作成いたします。
しかし、ひとつ感じました事は、子供達が私達の
こういうサポートする行為に関して、慣れすぎてい
ると思いました。果たして彼らには良い事なのか、
大人の組織の自己満足で終わってしまっているので
はないのか、そういうような事を私は感じました。
果たしてこの行為を続けていくのが良いのかという
事も、今後の1つの課題ではないかと思っておりま
す。

第 974 回例会（10 月 18 日）のご案内
職場例会
受付 10：00 〜  例会 10：30 〜  於：カネハツ食品㈱

