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●斉  唱 
 

国歌「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

●四つのテスト唱和 
 

●本日のお弁当 
 
 大正館 
 

●本日のお客様 

 
地区社会奉仕委員会 委員長 杉浦文雄様（刈谷ＲＣ） 

地区社会奉仕委員会 幹事 渡辺一朗様（知立ＲＣ） 

アイシン精機㈱新川工場 工場長 松井和弘様 
 

●本日の卓上花 
 
 ソネット（スプレーカーネーション）、フリージア、ヒペリカム 
 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。3 月に入りましてとっても暖かくなっ

てきましたけども、花粉症の方は残念ながら今からが大変でご

ざいますので、体調に気を付けてください。 

 今日はたくさんのセレモニーがございますので、手短な話を

します。先日、天津飯を食べていたら、ふと友達が「天津飯は中

国料理じゃないことを知ってる？」と聞かれたので、「知らん。」と言ったら、「こんなものは

中国には無い。」と言っていました。中国料理と中華料理には違いがあるようで、SAA の長

田君はめちゃめちゃ詳しいのですけども、例えば、回鍋肉は日本だとキャベツを使いますが、

本当は四川でいうとニンニクの花の芽を使います。エビチリやエビマヨも中国料理にはあり

木村徳雄会長 



ません。中国にはあんをかける文化はないということでありまして、天津飯もありませんし、

中華丼もありません。焼き餃子はまだ多少ありますが、メインは水餃子であります。でも笑

い話なのが、日本式の中華を今の中国人はこよなく愛しており、サービスエリアとか色々な

所で鶏の唐揚げだとかラーメンを団体で食べているものですから、僕らがサービスエリアへ

行っても食べられないということがあります。 

 本当はもっと過激な話をしようと思っていましたが、ビジターに昔の仲間がいるものです

から、中国料理と中華料理の違いの話をさせていただきました。 

 ありがとうございました。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 他クラブの例会変更、ご案内、お知らせは幹事報告書の通

りでございます。 

・ 国際ロータリー日本事務局より 3 月のレートのお知らせが

届いております。現行の1ドル110円より108円となります。 

・ ガバナー月信 3 月号掲載のお知らせが届いております。 

・ 西尾 KIRARA ロータリークラブより I.M のお礼が届いております。 

・ 本日、お手元のボックスに「例会変更のお知らせ（追加）」というのを入れさせていただ

きました。変更点は 4 月 4 日の会場が衣浦グランドホテルになりますので、お間違いの無

いようによろしくお願い致します。 

・ 本日の例会終了後に環境緑化事業がございます。植樹式がございますので、何卒、皆様方

のご出席をよろしくお願い致します。 

 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 ２日 杉浦 保子君   １５日 小笠原良治君   １６日 黒田 泰弘君 

２０日 平松  太君   ２２日 粟津 康之君 

 

奥様誕生日 

 ７日 篠田 由男君の奥様  麻希様   ９日 西脇 博正君の奥様  京子様 

１２日 一柳  成君の奥様  策子様  ２４日 小笠原良治君の奥様  恵子様 

２９日 大竹 密貴君の奥様  弥生様 

 

結婚記念日 

３日 田畑 慎也君・祥子様  ２８年  １６日 長田 和徳君・真由美様 ２７年 

２０日 平岩 辰之君・範江様  ３５年  ２７日 加藤丈太郎君・美恵子様 ５５年 

 

 

角谷信二幹事 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

入会記念日 

３日 杉浦 保子君 

４日 一柳  成君 

５日 山中 寛三君 

１１日 石川 春久君 

１５日 平岩統一郎君 

１８日 鈴木 並生君 

２３日 鈴木きよみ君 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス委員会＞ 

地区社会奉仕委員会 委員長 杉浦文雄様（刈谷ＲＣ）  本日、卓話でお世話になります。

木村会長の前で緊張します。 

地区社会奉仕委員会 幹事 渡辺一朗様（知立ＲＣ）  敬愛なる木村会長はじめ、碧南ロー

タリークラブの皆様、地区社会奉仕委員会・知立ＲＣの渡辺です。本日は、

よろしくお願い致します。 

アイシン精機㈱新川工場 工場長 松井和弘様  よろしくお願いします。 

木村 徳雄君  本日の講師、刈谷ＲＣ杉浦文雄さん、知立ＲＣ渡辺一朗さん、宜しくお願

いします。 

榊原  健君  ３月４日、碧南市民駅伝大会には、木村会長はじめ多くの皆様に御支援戴

きまして、大変ありがとうございました。概ね無事に終了させて戴きまし

た。 

角谷 信二君  西三河分区Ｉ．Ｍ出席ありがとうございました。 

石橋 嘉彦君  緑化事業でのレールパークの植栽、お世話になりました。 

伊藤 正幸君  昨日、中央中学校にて卒業式告辞をいたしました。涙腺が緩んで目頭が熱

くなって困りました。 

奥田 雪雄君  本日は、レールパーク三河旭広場への植樹、ありがとうございます。 棚

尾地区まちづくり推進委員会委員長 奥田雪雄 

清澤 聡之君  先日、森田英治先生、森田雅也先生並びに、貝田隆彦さんに大変お世話に

なりました。 

 総会員数 68 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 10 名)出席者 55 名 

 出席対象者 55／62 名   出 席 率    88.71％ 

 欠席者 13 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 



杉浦 栄次君  ロータリークラブゴルフ例会で、優勝させて頂きました。（繰り上げですが

…）ありがとうございました。 

杉浦 保子君  本日の卓話の講師の紹介をさせて頂きます。 

        毎年忘れていた、バースデーを気づかせていただけるプレゼントのコチョ

ウラン、ありがとうございます。 

 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「地区社会奉仕委員会の活動について」 

地区社会奉仕委員会 委員長 杉浦文雄様（刈谷ＲＣ） 

 

 皆さん、こんにちは。只今、ご紹介いただきました地区社会

奉仕委員会 委員長の杉浦でございます。大変緊張しておりまし

て、私も卓話が 10 回目ぐらいなのですが、なんせ私も碧南の西端出身でございまして、まだ

おふくろが西端に住んでおります。本当に碧南 RC 様には私の父親からお世話になりました

森田大先輩、杉浦大先輩をはじめ、多くの先輩方がお見えになりますので、立派に話ができ

るかどうか大変不安でございますが、精一杯頑張って話させていただきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願い致します。 

 地区社会奉仕委員会は、現在 14 名のメンバーで活動をさせていただいております。今年の

地区方針の「今日からのロータリーを楽しもう！」、「奉仕を通じてロータリー活動に楽しみ

を見い出そう」というテーマでございます。神野ガバナーは、「奉仕活動を楽しくやりましょ

う！」ということで、我々の委員会にも何度もお見えになりまして、ご指導をいただいてお

ります。地区社会奉仕委員会は、通常の社会奉仕活動と環境保全活動と RCC 活動、この 3

つ部門で活動させていただいております。社会奉仕委員会が単独で社会奉仕活動をすること

はございません。委員会と致しましては、3 つの部門に分けまして、県内のロータリーの皆さ

んが本当に色々な活動をしてお見えになりますが、その活動の情報を集めまして、年 2 回の

委員長会議ですばらしい活動を発表させていただいております。毎年、全ロータリーの社会

奉仕活動、環境保全活動、RCC 活動をデータ化したデータもございます。それを各ロータリ

ーの社会奉仕委員長さんを通じて配布もさせていただいております。特に社会奉仕委員会か

ら発信します情報と致しましては、社会奉仕活動として、いつかこの地に起こるであろう災

害の時に各ロータリーが地域に対してどういう活動ができるかということの勉強も含めまし

て、愛知県の防災局の危機管理課と連携を図っております。ですから、今後、卓話で愛知県

の防災局を呼んで、今の愛知県の防災に対する考えや備えなどを知りたいという機会がござ

いましたら、是非、私どもの社会奉仕委員会に一報をいただけましたら、すぐさま防災局の

担当の方をお呼びすることができますので、よろしくお願い致します。 

 2 つ目の環境保全活動ですが、これは愛知県の環境部の自然環境課と連携を図っておりまし

て、こちらも今後、情報を知りたいという機会がございましたら、私どもの社会奉仕委員会

に一報をいただけましたら、すぐさま環境部の担当の方を卓話にお連れすることができます

杉浦文雄様 



ので、よろしくお願い致します。 

 3 つ目と致しまして、RCC 活動ですが、今年はガバナーがロータリアンも一緒に汗を流す

というようなお言葉をおっしゃって見えまして、まさに RCC 活動はそれに相応しいというこ

とで、重点項目としてやってくださいという指示もございました。現在、県内 22 の RCC 活

動が発足しております。非常に活発にやって見える所もございます。こちらの方も 5 月に開

催されます委員長会議で活動報告をさせていただきますので、社会奉仕委員長さんを通じて

色々情報を提供したいと思います。 

主な活動はこの 3 つに分かれてやっておりますが、それ以外に国際奉仕委員会と社会奉仕

委員会と有志が集まりまして、ラオスに行って参りました。国際奉仕委員会が識字率の向上

や水道設備をやりまして、社会奉仕委員会がお金を稼げる木を植えようということで、大学

の先生のご指導もいただきまして、マンゴーの木を植えました。 

 それから、WFF も社会奉仕委員会が協力させていただいております。今年は地区のブース

もございましたので、木村会長も特産品を売られておりまして、ありがとうございました。

本当に年々賑やかになっております。 

 社会奉仕委員会としては、愛知県ときちっと組みまして、防災に関することをしっかりや

っていきたいと思いますので、問い合わせいただきましたらお応えしていきたいと思います。 

 拙い話でございましたが、卓話に呼んでいただきまして、大変ありがとうございました。 

 

 

地区社会奉仕委員会 幹事 渡辺一朗様（知立ＲＣ） 

 

 失礼致します。今年初めて出向させていただいたので、皆様

の前で喋るのは 5 分が精一杯だと思うので、何とかよろしくお

願い致します。 

 2017 年 10 月 27 日に名鉄グランドホテルにて地区クラブ内

社会奉仕委員会委員長会議を開催させていただきました。委員長

会議には社会奉仕委員長、そして、環境保全担当 RCC 担当の会員の皆様、そして、神野ガバ

ナー、加藤地区幹事、鈴村研修委員長を来賓と致しまして開催させていただきました。総勢

80 名の方がご参加いただきまして、また、碧南 RC 様からは杉浦委員長もご参加いただき、

ありがとうございました。2 時間におよぶ会議となりましたが、多くの情報提供や意見交換も

できたと思われます。 

 特に講師として 1 人目に愛知県防災局防災危機管理課 課長 内田様より「愛知県の防災に

関する情報、取組方」をご説明いただきました。それぞれの県内地域で活動している RC 社

会奉仕活動に参考になる点が多くあったと思います。 

 2 人目に愛知県環境部自然環境課 課長 内藤様より「県内環境保全活動の状況について」ご

説明をいただきました。地区社会奉仕委員会との関係も深く、ロータリー諸先輩方の愛知県

環境部と関わりも長く、社会奉仕活動、環境保全活動に役立つお話が聞けたものと思います。 

 3 人目に RCC の報告と致しまして、2760 地区の名古屋名東 RC 様の藤野様より「あいち

渡辺一朗様 



子ども食堂ネットワーク」ということで、ご説明をいただきました。 

 最後に宮の杜 RC 様の現在実行中である RCC 活動の内容を発表していただきました。新し

く作られたロータリークラブですが重点活動に RCC 活動を選ばれ、ロータリアンと地域の

方々の共同隊としての内容をご説明いただきました。 

 以上が主な報告内容ですが、2018年 5月 16日にも第 2回委員長会議を予定しております。

主な内容は県内 RC の社会奉仕活動、環境保全活動、RCC 活動の発表を予定しております。

関連の委員長様、ご興味のある方は是非ともご参加いただければと思いますので、どうぞよ

ろしくお願い致します。 

 
 

環境緑化整備事業  碧南レールパーク三河旭広場  植樹式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成３０年３月２１日（水） 法定休日のため休会 

平成３０年３月２８日（水） 

卓話「議会改革と市議会７０周年に向けた取り組みについて」 

碧南市議会 議長 石川輝彦氏 


