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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
地区ロータリー財団委員会

副委員長

中林正人様（名古屋空港ＲＣ）

●本日の卓上花
ユリ（リパッソ）
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皆さん、こんにちは。先週の木曜日にドタキャンで話題にな
ったジュリーこと沢田研二のコンサートに行ってきました。テ
レビのワイドショーやスポーツ新聞の芸能欄によると、ドタキ
ャンの理由は 9,000 人以上集める予定が 7,000 人しか集まらな
かったので中止にしたということでした。この中止の理由もな

鈴木健三会長

かなか凄い訳ですが、多くのファンの人たちも「ジュリーの身に何かがあって中止になった
のでなければドタキャンでも構わない。」という感想がほとんどでした。私が行った 1 日のコ
ンサートも 1 階のアリーナ席はファンのおばさまたちでぎっしり。でもコンサートの内容は
最初から最後までステージ上はギタリストと沢田研二の 2 人のみ。しかもアンコールもなし。
それでもコンサート終了後に足早に帰るファンの皆さんの口から出る感想は、
「じっくり聴け

て良かった。」がほとんどでした。
さて一方、来月の 22 日に迫って参りました我が碧南 RC の年忘れ家族会の中のクリスマス
コンサートですが、親睦委員会の大竹密貴さんの話では、当日の演奏者の皆さんから「碧南
RC の大勢の方たちが知っている曲を演奏して、一緒に盛り上がりたい。」と連絡があったそ
うです。この 2 つの話、プロとアマの違い、規模の大小があっても、同じコンサートを楽し
むとしたら、我々はどんなに幸せなんでしょうか。
私、明日はナゴヤドームでポール・マッカートニーを聴いてきます。1 階アリーナ席にいま
す。1 人ですので、眼鏡もマスクもかけていません。見かけたら是非声を掛けてください。そ
してもちろん、本日の卓話「ロータリー財団

今、やるべきこと」を話される中林様にも大

いに期待しております。
本日もよろしくお願い致します。
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幹事報告をさせて頂きます。
・ 例会変更のお知らせは、今週は届いておりません。
・ ガバナー月信 11 月号掲載のお知らせが届いております。
・ 村井總一郎ガバナーより、ガバナー公式訪問のお礼状が届

角谷

修幹事

いております。
・ 今週ですけども地区大会がございます。地区大会でのバスでのご案内を申し上げます。11
月 11 日（日）8 時半に商工会議所を出発になりますので、遅刻しないようによろしくお
願い致します。尚、当日車でお越しの皆様、駐車場は数が限られておりますので、遅刻し
ないようによろしくお願い致します。
・ 本日の例会終了後に第 5 回の理事会を開催致しますので、理事の皆様よろしくお願い致し
ます。
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＜出席奨励委員会＞
総会員数 72 名 (内出席免除者 19 名の内出席者 8 名) 出席者 53 名
出席対象者

53／61 名

欠席者 19 名(病欠者 0 名)

出

席

率

前々回修正出席率

86.89％
100％

※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。

＜ニコボックス委員会＞
地区ロータリー財団委員会 副委員長

中林正人様

ロータリー財団から卓話に参りました。宜しくお願いします。
木村

徳雄君

先週、碧南商工会議所で日本酒利き酒会があり、大変にぎわいました。あ

りがとうございました。久しぶりに新美真司氏と飲みまして、楽しい時間
がとれました。感謝。
石橋

嘉彦君

本日の卓話の講師 中林正人さんを紹介させていただきます。

長田

和徳君

本日より土曜日まで、名古屋メッセです。当社も碧南商工会議所のブース
に出展していますので、ぜひお寄り下さい。

鈴木

泰博君

昨日は森田先生に大変お世話になり、ありがとうございました。

杉浦

秀延君

１０月２１日愛知県高等学校弓道選抜大会西三河南地区予選会団体女子の
部にて、県立碧南高等学校弓道部が優勝しました。県大会に出場すること
になりました。優勝めざして頑張ります。応援よろしくお願いします。

＜親睦活動委員会＞
会員誕生日
１５日

杉浦

邦彦君

２０日

森田

英治君（米寿）

２１日

石川

鋼勇君

２７日

奥田

雪雄君

２９日

竹中

誠君

奥様誕生日
３日

石川

春久君の奥様

美鈴様

１５日

苅谷

賢治君の奥様

益子様

２０日

木村

徳雄君の奥様

小百合様

２８日

角谷

修君の奥様

由美様

結婚記念日
２日

森田

英治君・明美様

６０年

５日

杉浦

保子君・義己様

４０年

８日

新美

雅浩君・美由紀様 ３１年

１２日

角谷

修君・由美様

２２年

１９日

山口

健君・由里子様 ２５年（銀婚）

入会記念日
４日

植松

敏樹君

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム
「ロータリー財団

今、やるべきこと」

地区ロータリー財団委員会

副委員長

中林正人様

只今ご紹介に与りました地区の財団の副委員長をやってい
ます中林と申します。碧南 RC さんは 2015 年の 11 月 4 日に

中林正人様

お邪魔させていただいて以来 2 回目です。その時は副委員長と資金推進委員長をやらせてい
ただいておりました。資金推進委員会というのは、寄付を集める委員会でございまして、10
年間お金集めばっかりやっていた記憶があります。
実績としましては、私が委員長になってから 1 人当たりの年次寄付が 150 ドルを超えるよ
うになりました。碧南 RC さんは 1 人当たりの寄付額が年次基金寄付 156.20 ドル、使途指定

寄付 7.50 ドル、残念ながら恒久基金が 0 でした。ありがとうございました。本年度の寄付目
標は昨年と同様で、使途指定寄付はポリオ撲滅のために各クラブ 1 人当たり 30 ドルが必達と
なっておりますので、よろしくお願い致します。
さて、今ご覧いただいたポリオ撲滅のビデオですが、ユニセフと WHO がロータリアンに
対して感謝の意で作ってくれたものです。
「ロータリー財団

今、やるべきこと」というのは、もう何年も前からポリオ撲滅をロー

タリーは言っておりますが、ロータリー100 周年でも達成することができず、一昨年のロー
タリー財団 100 周年までにも達成できておりませんが、何とかポリオを撲滅ということで一
生懸命やっております。ビデオではあと 3 か国となっていましたが、今はもう 2 か国になり
ました。アフガニスタンとパキスタンです。パキスタンでは昨年の 4 月にアメリカのポリオ
のチームの十数人がタリバンに射殺されました。ですから、今まではポリオ撲滅は難しいの
ではないかと言われていました。しかし、つい最近の情報ですとタリバンをはじめとするゲ
リラもやっとポリオのことがわかったみたいで、自分たちの子供にロータリーが投与に行く
ことについてはもう襲ったりはしないということになったそうですので、あとほんのちょっ
とでポリオが撲滅できるかなと思っております。日本は現在でも小児のワクチンに混合され
ています。これまでポリオフリーになった国々でも継続してワクチン投与が必要で、そのた
めに莫大なお金が必要になります。どうしてこんなにポリオにお金が必要かというのは、ロ
ータリーの友の 11 月号の 18～27 ページにわかりやすく書いてありますので、是非読んでく
ださい。
昨日、卓話に伺いました名古屋千種 RC より卓話のリクエストがありました。それは何か
と言いますと、WFF の国際奉仕の実績についてです。資料を作成しましたので、参考までに
ご覧ください。5 年前の第 1 回は、カンボジアのシェムリアップ州のポイスマッチ村に簡易
水道を建設しました。315 世帯（約 1,500 人）の村民が清潔な水の恩恵で健康的な生活を送
ることができるようになりました。第 2 回は、カンボジアのシェムリアップ近郊の農村にト
イレと井戸、小学校 2 校の児童に制服と文具を寄贈しました。第 3 回は、ミャンマー・ラシ
ョーにて、小学校 4 校に貯水タンクとトイレをそれぞれ 2 基と学用品を寄贈しました。また、
地域保健センター3 ヶ所に貯水タンクとトイレ＋水浴び場をそれぞれ贈呈しました。第 4 回
は、ジャカルタのスラムに住む子供たちの教室 4 ヶ所を整備しました。WFF の収益金（100
万円）に加え、地区内クラブからの国際奉仕委託資金（100 万円）ならびにロータリー財団
地区補助金（100 万円）の合計 300 万円の事業となりました。第 5 回は、WFF の収益金（300
万円）を使って、フィリピン・ケソン市内の公立小学校 5 校で合計 94 のトイレと手洗い場を
整備しました。但し、この件についての担当委員会は国際奉仕委員会ですので、詳細につい
ては国際奉仕委員会にお尋ねください。
ロータリー財団の委員会の説明は、毎年碧南 RC さんからお声が掛かって誰か担当が来て
話していると思うのですが、資金管理委員会、資金推進委員会、補助金委員会、ポリオプラ
ス／VTT（職業研修チーム）委員会、奨学基金・平和フェローシップ委員会の 5 つです。
あと、我が 2760 地区の財団委員会が誇れることが 2 つあります。1 つは、VTT 委員会が 9
年間連続で海外医療活動を中心で行っており、全国のロータリー財団セミナーでも度々発表

しています。もう 1 つは、奨学基金・平和フェローシップ委員会が 4 年連続で世界平和フェ
ローを出しています。これも全国で初めての事です。
ロータリー財団委員会は、2760 地区内クラブを通じて、支援を必要とする先のニーズを最
優先に考え、4 つのテストを指標とするロータリアンスピリットを持った集団として、最優先
の課題に毅然と取り組むべきであると考えています。
貴重な機会をいただき、卓話をさせていただきまして感謝申し上げます。皆様のクラブで
の更なるご隆盛をご祈念申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。

2018‐ 19 年 度 地 区 大 会
2018 年 11 月 10 日（土）・11 日（日）
会場：蒲郡市民会館

次回例会案内
平成３０年１１月２１日（水）法定休日を含む週のため休会
平成３０年１１月２８日（水）
卓話「トヨタ自動車バレーボールチームの紹介及びＶ２リーグ碧南大会
開催のご案内」
トヨタ自動車 ヴァルキューレ

監督

金子健一郎氏

