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●本日のお弁当 
 
 大正館 
 
●本日のお客様 
 

 地区国際奉仕委員会 副委員長 渡邊寿也様（豊田ＲＣ） 

     〃     副委員長 尾本和弘様（名古屋東南ＲＣ） 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。 

先週の例会後、久しぶりにかなりの雪が降って、碧南市も雪

化粧となりました。大体この時期になると、1 度は碧南市にも

雪が降るということで、これで普通の冬だなと思っておりま

す。 

 先日、ロータリーのメンバーであります岡本君のご自宅にお参りに行ってまいりました。

その時にロータリーの皆様にと、お菓子とお手紙をいただきましたので、この場を借りて奥

様のお手紙を読み上げさせていただきます。 

「ロータリークラブの皆様、生前は主人が大変お世話になり、ありがとうございました。本来

ならば直接ご挨拶に伺うべきところでございますが、まだ気持ちの整理がつかない為、この

ような形でご挨拶させていただくことをお許しください。2021 年の 7 月から、1 年 6 ヶ月の

闘病生活でした。別れを覚悟しながら過ごす日々でしたが、私と 3 人の子供たち家族をいつ

も大切にしてくれた優しい主人でした。昨年末から急激に体調が悪化し、周りの方々のサポ

ートを受けながら主人の希望通り、最期の時を家で過ごすことができました。主人を亡くし、

悲しく寂しい日々ですが、最期の主人の希望を叶えてあげたことが、私の今の支えになって

おります。ロータリークラブの皆様には大変ご心配をおかけしました。また生前主人が楽し

く、有意義な時間を過ごせたことに大変感謝しております。ありがとうございました。」 

長田和徳会長 



というお手紙をいただきました。岡本君は膵臓癌が発覚して、緩和病棟を勧められたそうで

すが、自宅で引き取りたいということで、最終的に自宅で看護をしていただき、家族に囲まれ

て最期は息を引き取ったそうです。 

 ご存知の方もおられると思いますが、先日、会員で見えた平松太さんもお亡くなりになり

ました。2 年程前に胃癌で手術をされたそうですが、完全に摘出できなかったそうです。奥様

の話では、最期もかなり痛かったと思いますが、いっさい痛みについては家族に言われなか

ったそうです。本当にお悔やみ申し上げます。 

 先週からかなり冷え込んでおりますので、暖かいところから出る時は気を付けていただき

まして、ご自愛ください。 

 本日もよろしくお願い致します。 

 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告を申し上げます。 

・ ガバナー月信 2 月号掲載のお知らせが届いております。 

・ 名古屋錦 RC 会員の石井弘子様（一般社団法人愛する東北

代表理事）より「東日本大震災犠牲者追悼式 参加者・賛同

者募集」のご案内が届いております。 
 
 

  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

新美 雅浩君  家内ともに６２回目の誕生日を迎えます。いつもどおり何もしません。 

木村 徳雄君  １月２９日、碧南市民スキー大会 福井県大野市にある和泉スキー場にて無

事に終りました。当日、コロナの関係と３年ぶりの開催で人数はいつもよ

り少なかったですが、スキー場の方々が設営を思いやりのある設営でよか

ったです。大回転２４旗門、私完走して大会を終了。来年に向けてトレーニ

ングに励みます。 

伊藤 正幸君  沓名年度、地区国際奉仕委員会にお世話になりました。ありがとうござい

ました。 

        今月誕生日を迎えます。６４歳になります。 

林  俊行君  本日の卓話講師、地区国際奉仕委員会 副委員 渡邊寿也氏、尾本和弘氏を

 総会員数 60 名 (内出席免除者 13 名の内出席者 9 名) 出席者 49 名 

 出席対象者 49／56 名 

  出 席 率    87.50％ 

 欠席者 11 名（病欠者 0 名） 

清澤聡之幹事 



紹介いたします。よろしくお願いいたします。 

杉浦 邦彦君  本日、卓話講師の尾本様を御紹介させていただきます。宜しくお願いいた

します。 

樅山 朋久君  名鉄のフリーペーパー ウィンズ２月号に掲載されました。電車を待つ間に

もご覧下さい。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 ２日 牧野 勝俊君   ３日 藤関 孝典君   ５日 森田 雅也君 

５日 新美 雅浩君   ７日 鈴木 朝生君  １８日 植松 敏樹君 

２６日 伊藤 正幸君  ２６日 梶川 光宏君 

 

奥様誕生日 

 ５日 新美 雅浩君の奥様 美由紀様   ８日 岡島 晋一君の奥様  朋子様 

１０日 亀山 晋次君の奥様  知美様  １６日 鈴木きよみ君のご主人様 正徳様 

２１日 長田 康弘君の奥様  亜弓様 

 

結婚記念日 

１１日 平岩統一郎君・和恵様  ４５年   １１日 新美 宗和君・雅代様  ４３年 

２５日 平松 則行君・啓子様  ５０年（金婚） 

２６日 榊原  健君・陽子様  ４７年 

 

入会記念日 

 ３日 山口日出子君 

 ５日 杉浦 秀延君、貝田 隆彦君 

１０日 服部 弘史君、大竹 密貴君 

２７日 杉浦 栄次君 
 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「ラオス国際奉仕“水と衛生”“環境”事業報告」 

地区国際奉仕委員会 副委員長 渡邊寿也様（豊田ＲＣ） 

 

 皆さん、こんにちは。 

 地区国際奉仕委員会からやってまいりました豊田 RC 所属の

渡邊寿也と申します。本日は先輩であられます尾本さんからラオスについてというか、水と

衛星、環境についての卓話をさせていただきたいと思います。 

 私も実際にラオスに行かせていただきまして、その環境を見ておるんですが、先程も会長

から極貧国という話がありましたが、最近では中国の資本が入りまして、高速道路並びに新

渡邊寿也様 



幹線も走っておりますが、残念ながら高速道路は疎らにしか車は走りませんし、新幹線に乗

られる方は観光客だけというような状況でございます。 

 今日はその辺の話も含めて、ラオスに対して国際奉仕委員会が実行してきた内容のご報告

をさせていただきますので、ご清聴いただきたいと思います。 

 よろしくお願い致します。 

 

 

地区国際奉仕委員会 副委員長 尾本和弘様（名古屋東南ＲＣ） 

 

 皆さん、初めまして。 

 地区国際奉仕委員会からまいりました副委員長の尾本です。

色々な役をやっていまして、行き着いた先が国際奉仕委員会に

なりまして、今はお手伝いをさせていただいています。国際奉

仕と聞くと近いようで遠い話になりまして、奉仕活動をすると

いうのは全部海外ですが、2008 年に国際奉仕に変更されるまでは WCS（世界社会奉仕）と

言っていました。ですので、どこでやっても社会奉仕ですから、本当に身近にありますので、

国際奉仕をやっていただきたいなと思います。 

 今、ロータリー会員は世界で最も支援が必要とされる人道的ニーズは何かを考え、長期的

な変化をもたらす為に特に 7 つの分野に重点を置いて活動しています。今月は「平和と紛争

予防／紛争解決」ということで、本当はこの話をしなきゃいけないんですけれども、「水と衛

生」の話をします。 

 「水があれば」と書かせていただきましたけれども、平和と紛争予防／紛争解決、疾病予防

と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域社会の発展、環境、き

れいな水があれば全て良くなると思っております。地区国際奉仕委員会では長年、ラオスで

「水と衛生」を中心に 7 つの重点分野の奉仕活動をしています。 

 そんな中で今回はナーセー村に行きました。ビエンチャンより以前は 3 時間程の道のりで

したが、高速道路ができましたので、1 時間 30 分で行けます。ナーセー村の世帯数は 122 戸、

人口は 763 人で、小学生は 104 人、先生は 8 人、幼稚園に通う児童は 42 人です。（いずれの

数字も 2019 年 9 月現在）この村はラオスの中では豊かな方だと思います。水汲みは子供たち

の仕事ですので、学校に行けない子供たちがいます。ですから、私たちが今やっているのは給

水塔・簡易水道を作る事業です。簡易水道があれば、蛇口をひねるときれいな水が飲め、子供

たちは水汲みから解放され、学校に行けます。ロータリーは建設資材、配管材、水道メーター

を提供し、建設施工は村人が乾季に行います。水道メーター付けることで使用量がわかるの

で、そこから料金をいただいて、簡易水道のメンテナンスを行います。お金の払えない村民は

管理費から日当をもらい、メンテナンスをします。これは RI の方針で、メンテナンスを含め

た形で事業をしなさいということなので、それに従ってやっています。何故、こういうことを

やろうとなったかというと、浅井戸では雨期に水位が上がり、汚物が混入してしまう為、粘土

質よりも深く掘って汚物の混入を防ぐ為の深井戸をということで事業をしております。それ

尾本和弘様 



で、この写真が今回完成した簡易水道になります。 

 ラオスの国際奉仕事業の中で、私が推しているのは前年度にやりました「子どもたちの果

樹園」でして、2020-21 年に 300 本（2,800 坪）、2021-22 に 300 本（3,300 坪）を植えてき

ました。この写真は今年度の 7 月に行った時に鈴村委員長が植樹をしているものです。横に

写っているのはロータリーの看板です。子どもたちも植樹を手伝ってくれまして、今回は

4,800 本の植樹をしてきました。 

 そんなようなことで、ラオスは色んなことがあります。また、夢があります。ですから、皆

さんの中で一回行ってみたいなと思う方がいましたら、是非行ってみてください。1 つ気を付

けてほしいのが、気候の関係で、日本で文具を買って持っていくのではなくて、現地で子供た

ちに文具を買ってあげた方が喜びますので、よろしくお願いします。 

 色んな形で国際奉仕ができると思いますので、よく知った方と一緒にやられるといいんじ

ゃないかなぁと思います。これで私の卓話を終わらせていただきます。 

 どうもご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和５年２月１８日（土）会場：ホテルグランドティアラ南名古屋 

西三河分区インターシティーミーティング 

式典・講演会 14：30～  懇親会 17：00～18：30 

令和５年２月２２日（水）は２月１８日（土）ＩＭの振替休会 

令和３年３月１日（水） 

卓話「ゴルフと脱力」 

アルティメット・ラボ 代表 渚 望氏 


