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栗木和夫 会長President Time

皆さんこんにちは。本日は今年度2014～15年度の中間

報告をしていただきます。理事、役員、委員長の皆さんよ

ろしくお願いします。活発な活動をしていただき感謝して

おります。

昨日は、美和かしの木会主催の「クリーンコミュニケー

ションin大江＆蟹江川」というスローガンで、河川及び堤

防の清掃活動に参加してきました。地域の住民およびあま

市にある、五条高校生、美和高校生が快晴の空の下で、元

気にゴミ拾いをしていたのが印象的でした。清掃活動は1

時間ほどで終了した後、豚汁とおにぎりが配布され、おい

。 、しくいただきました 今回で清掃活動も19回目という事で

。以前と比べ水もきれいになりゴミも少なくなったそうです

さて、きれいな川とは、水がきれい、ごみが捨てられて

いないなどですが、水をきれいにする方法がふたつありま

す。一つは薄めるということで、汚れた水をきれいな水で

薄めることです。例えば500ミリリットルの使い終わった

天ぷら油を魚が住めるまできれいにするには、きれいな水

がお風呂500杯分も必要だそうです。二つ目は、川に水を

きれいにする微生物が住み、汚れの原因である有機物を食

。 、 、べることだそうです しかし たくさんの有機物を流すと

水中の酸素が無くなり微生物の働きが悪くなるので、私た

ちは汚した水は、きれいにしてから、川にもどさなくては

ならないのです。今からおよそ４千年ほど前、人々は「都

市の汚れた水を集めて遠くの川へ流す水路」を作り自浄作

用と同じことができるしくみをつくりました。これが下水

道の始まりです。今から約100年前、イギリスのロンドン

で「水をきれいにしてから流す」という事で現在の下水道

が始まったそうです。

２月 ２日（第２０９７回）Today

担当 藤田淳士 保健委員長

演題 卓話「酒飲み上手は、健康上手」

保健委員会

２月 ７日（第２０９８回）Next Week

担当 栗木和夫 会長

演題 西尾張分区IM

「 、 、 」さあ集まろう 語ろう そして楽しもう

於 名鉄ニューグランドホテル 18:00

（２／９例会振替）



臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 名古屋城北RC例会場名称変更のお知らせ

変更前 名古屋栄東急イン

変更後 名古屋栄東急ＲＥＩホテル

※ 4月1日より変更します。

２ 第8回定例理事会のご案内

日時 ２月2日（月）１8:00

場所 千とせ家

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

本日はクラブアッセンブリーです。委員長さんよろし

くお願いします。

篠田正志 副会長

クリーンコミュニケーションin大江＆蟹江川参加の皆

様、ご苦労様でした。

臼井幹裕 幹事

昨日25日の日曜日に行われた「クリーンコミュニケー

ションin大江＆蟹江川」の活動にご参加の皆様、お疲

れ様でした。たばこの吸い殻が目につきました。

本日は、クラブアッセンブリーにて委員会活動の中間

報告です。各委員長の皆様、よろしくお願い申し上げ

ます。

大竹和美君

ニコボックス賞ありがとう。

石田智彦君

大竹初代会長さん、快気祝で大変ご馳走になり、有難

うございます。

國元君、ご指導有難うございます。

米山奨学委員会へ御寄付の皆様、誠に有難うございま

す。今後共他の皆様も宜しくお願いします。

中村普一君

久しぶりの例会参加です。ごぶさたしてます。かしの

、 。木会 大江・蟹江川清掃参加のみなさんお疲れ様です

大竹敬一君

先日は、ありがとうございました。

山田幸治君

今日はクラブアッセンブリーですが、人が訪ねてくる

ので、定時になったら失礼します。

神戸政治君

ニコボックスの前を知らんふりして通れません。

田中正博君

今日はクラブアッセンブリーです。クラブ奉仕各委員

会のみなさまよろしくお願いします。

東海広光君

大西君、板津君、先日はありがとうございました。お

。手数をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします

本日次年度委員会構成表を配布させていただきます。

どうかロータリーの友情で一年間ご尽力いただきます

ようよろしくお願いいたします。

後藤袈裟美君

昨日、曽山流吟詩新年祝賀会が盛大に行われ楽しい一

時でした。

酒井和雄君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

伊藤英毅君

昨日、女房の父（98歳）と昼食を一緒しました。少し

もボケてはいないので、私の方が心配になりました。

北野庸夫君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

黒野晃太郎君

後藤袈裟美君、光岡君、昨日は詩吟の新年会に参加し

ていただきありがとうございました。

川口信義君

先週の卒寿の写真、有難うございました。

加藤春視君

、 。寒くて ニコボックスに寄ってあったかくなりました

岩島裕芳君

山本君、金沢の美味しい処を教えて頂き、有り難うご

ざいました。

立松絹久君

ニコボックスの皆様ご苦労様です。

後藤 眞君

愛知県知事より感謝状を昨年末、いただきました。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

家田安啓君

手ぶくろを、すてきな女性にひろってもらいました。



感謝。

横井久雄君

國元君、下5ケタ82243（ハチニニヨンサン 、いた）

だいた年賀ハガキ１等が当たりました。本年は良い事

がありそうです。有り難うございました。

岩島裕芳君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

有志メンバーでの新年会にご出席の皆様、お疲れ様で

ございました。当日のおつりをニコに投函いたします

合 計 ５１，１９０円

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

会計 上田博行君

上半期の収支も順調に

推移し、下半期も予定通

り遂行されるものと思い

ます。

職業奉仕委員長 宮下忠克君

職業奉仕委員会の活動

として、8月29日に地区

の委員長研修会に参加。

この研修を受けて上半期

、は職業奉仕月間に合わせ

10月20日に深田哲司氏

（飛騨海洋科学研究所・

所長）に「飛騨とらふぐ

に懸ける男」と題して「飛騨とらふぐ」の養殖化の苦労話

とブランド化によって、養殖プラントの増産から発生する

雇用創出、さらには飛騨古川の地域おこしなど地域活性化

への意気込みを語ってもらいました。下半期は3月16日に

クラブフォーラムを予定しております。職業奉仕について

会員同士で話し合うフォーラムを、このところ実施してい

ないということで職業・業種別に班分けをして、自分たち

の業種でどういった奉仕活動ができるかを話し合ってもら

います。

社会奉仕委員長 紅谷幸政君

上半期は地域社会委員

会に協力し、8月に海南病

院小児科病棟に児童図書

を寄贈しました。10月に

は美和かしの木会の20周

年記念祝賀会に出席して

お祝金を贈呈しました。

また同月30日には地区の

社会奉仕委員長会議に出席し、社会奉仕について、また環

境保全の現状の講演を受講しました。下半期には地区へ出

向の鈴村社会奉仕委員長に協力をお願いして、フォーラム

を開催する予定です 、。

環境保全委員長 中村普一君

代読 臼井幹裕幹事

今期上半期としての活

動はなく、下半期が本番

です。かしの木会の大江

＆蟹江川清掃から始ま

り、あま市５３０（ゴミ

ゼロ）運動、大治町緑化

活動、蟹江町学戸ホタル

。 。の会の活動支援と続きます 皆様のご協力をお願いします

地域社会委員長 後藤 眞君

地域社会委員会の上半

。期の事業報告を致します

地域医療の中核を担って

いる、厚生連海南病院の

、崇高な治療方針に於ける

、 、小児がん 難病の子供達

そして家族の心が活字に

よって、少しでも和み、

希望を持つて社会復帰が出事るよう、また、ロータリ活動



が広く理解される事を願い、蔵書200０冊、ロータリー文

庫として贈呈致しました。中日新聞にも記事として掲載さ

れ、ロータリー活動の一環が理解されたと思います。

青少年奉仕委員長 後藤雅光君

青少年育成協力

①あまスポーツ少年団野

球連盟に協力金

②大治町ボーイスカウト

・ガールスカウトなどに

協力金

③元気大治町づくり委員

会 横井会員リーダー

芋堀り会等（例会でさつまいもスープを提供しました ）。

④甚目寺小学校 パネルアートに協力金（1月19日に甚目

寺小学校栗木一郎校長よりお礼の挨拶がありました ）。

国際奉仕委員長 横井久雄君

上半期は、皆さんの協

力により地区補助金事業

として計画通りモンゴル

・ウランバートル学校支

援（9月15日～19日）

を完了、またロータリー

ワールドふれあいフェス

タで「あま」のＰＲにも

努めました。下半期は、2月地区委員による卓話、3月24

日～26日台湾汐止RC友好訪問（多数の参加希望 、6月に）

はブラジル・サンパウロ国際大会（ＰＲ不足、遠方理由に

より参加者少ない）継続募集を実施中です。

ロータリー財団委員長 吉田 勤君

上期は、11月のロー

タリー財団月間にて、地

区ロータリー財団鈴木委

員長をお迎えし、会員の

質問アンケートに答えて

いただき、理解の浸透を

図りました。 下期は、

入会5年未満の会員研修

（２月）で啓蒙活動を進めていく所存です。なお、ロータ

リー財団への寄付金については、40％の税金が還付がされ

ますので、是非ご理解ご協力をお願いします

米山奨学委員長 石田智彦君

上半期には、私も入れ

て７名の方にご寄付を頂

きました。深く感謝致し

ております。9月22日に

は地区より坂井則夫委員

をお迎えして｢米山奨学事

業について｣という演題で

卓話をして頂きました。

鈴木正徳副委員長には大変ご迷惑をお掛けしておりますが

下半期は一生懸命出席し、PRに努めたいと存じますのでご

協力の程、宜しくお願い致します。

クラブ奉仕委員長 田中正博君

はやいもので、栗木年

度も上半期が終了いたし

ました。クラブ奉仕の13

委員会の委員長さまをは

じめ委員の皆様、栗木会

長方針をしっかり理解し

ていただき、前向きに各

委員会の目標に取り組んで頂き、着々と成果を上げていた

だき感謝申し上げます。私も各委員会のIDM、理事会に出

来る限り参加さしていただき、運営、活動を把握し会員相

互の親睦と友情を深めるよう努めさせていただきますます

ので、下半期も宜しくお願いします。

出席委員長 稲垣秀樹君

今年度出席率の平均は8

4.72％、メークアップ後

の出席率は100％となり

ました。皆様の例会出席

の意義と義務をご理解し

ていただいているものと

感謝しております。たま

にホームクラブ出席者が少ない時がありますとさびしく感



じますが、久しぶりにご出席いただけた会員にお会いでき

ますと、とてもうれしく思います。会員の皆様には、ホー

ムクラブ出席に心掛けていただきますよう、よろしくご協

力をお願いいたします。

職業分類委員長 後藤袈裟美君

職業分類委員会は、未充

填職業分類表を埋めるべく

関係委員会と協力しあって

増強に努める。

会員選考委員長 前田重廣君

代読 田中正博君

下半期は会員選考が出来るように、皆様よろしくお願い

いたします。

会員増強委員長 伊藤英毅君

会員の皆様のお力添えに

より、18名もの候補者を

上げて頂いております。こ

の内、今年度後半に4～5

名の方に入会頂くように会

長、幹事始め増強委員の方

々に頑張って頂いておりま

す。少しでも候補者が多い

ほうが増強につながります。今後共、新会員の候補者の紹

介を宜しくお願い致します。

ロータリー情報委員長 鈴木正徳君

代読 真木伸一君

栗木年度では予算を沢山

認めて頂きました。それに

基づいて新会員の方にロー

タリーの目的やら意義やロ

ータリーの歴史などを勉強

する勉強会を、２回に渡っ

て行ってきました。また、お茶や食事等を交えた交流会も

行いました。そしてRLI方式による研修会を５年目までの

会員とともに勉強して参りました。研修会に参加された皆

さんの評判も大変良くて、私も遣り甲斐が有りました。後

半も同じように頑張りたいと思います、また沢山の会員の

参加をお願いします。

会報委員長 田邊正紀君

栗木年度では、理事の皆

様を中心に、月に２回のペ

ースで、ロータリーに対す

る思いを執筆していただい

ていますので、是非ともご

通読ください。また、でき

るだけ活動的な写真撮影を

心がけておりますので、写

真もお楽しみください。

親睦活動委員長 加藤 徹君

委員会メンバーの手づく

りを心がけ活動を展開して

まいりました。月はじめの

例会における合唱隊による

歌のプレゼント。秋の家族

会では浜名湖「たきや漁」

で力を合わせ大漁体験。年

末家族会では急結成のマジ

ックチーム。皆様に温かく見守っていただきました。春の

家族会もご家族皆様に楽しんでいただけるよう企画いたし

ます。

ニコボックス委員長 栗本裕子君

「奉仕の泉」を目標に、

スマイル度数マックスでお

迎えしておりますニコカウ

ンターより感謝を込めてご

報告申し上げます。皆様の

あたたかいご投函のお蔭も

ちまして昨年末150万のボ

ーダーライン到達が叶いま



した。お心の詰まった中間トータル額に深く々感謝申し上

げます。残す半期もさらなる泉を目指しニコボックス任務

を全うできます様、努力邁進致します。期末、ニコボック

ス賞発表の折にはプラス6名の方に素敵なお品をご用意致

しております。ご期待頂きまして残す半期もあたたかいご

協力を賜ります様宜しくお願い申し上げます。

雑誌委員長 加藤春視君

ロータリー誌に関心を深

め、少しでも多くの会員に

読んで戴けるよう努めま

す 「ロータリーの友」1月。

号、ガバナー月信12月号

には、第2回ワールド・フ

ード＋ふれ愛フェスタが盛

大に開催された。特に最終日は 「Japan Rotary day in、

」 。 。Aichi にふさわしい日になりました と記載があります

また、4月には雑誌月間がありクラブフォーラムを計画し

ています。みなさんのご協力をお願い致します。

プログラム委員長 武藤正俊君

上期、下期ともプログラ

ムは公式行事が多いのでプ

ログラム委員会としては卓

話中心に考えなければなら

ないが、栗木会長が非常に

熱心に卓話者を紹介してい

ただき他の会員も多く声を

かけていただけるので今の

ところ順調に下期にかけて行事予定が埋まってきておりま

す。今後もあの人に卓話をしてほしいと言う方がいれば是

非ご紹介をお願いいたします。

広報委員長 西川広樹君

半期の広報活動は、栗木会長と臼井幹事の御努力であま

RCの活動をマスコミに報道することが出来ました。ありが

とうございました。

会場委員会 黒川元則君

栗木年度の方針に基づ

き、各委員の協力の元、新

しい試みにもチャレンジし

ながら例会を行っておりま

。 、す 下半期も各委員と共に

スマートな例会運営に心が

けていきたいと思っており

ますので、ご協力のほど宜

しくお願いします。

保健委員長 藤田淳士君

前年度の卓話で「健康寿

命」は「平均寿命」に比べ

約9年短い事を説明しまし

た。では如何にしたら健康

寿命を保てるのか。我が国

の研究結果から「中年期と

高年期では健康常識が異な

る」という事が判明しました。

中年期は血管病や糖尿病を防ぐためにも野菜を中心とし

た肥満対策が重要視されますが、高齢期では低栄養は危険

となる場合が多く、ウィールス、細菌等への抵抗力も低下

し、その上「認知症」の発症にも影響あることが判って来

ました。それと同時に社会に参加し精神的活力を持つ事も

極めて必要である事も判って来ました。まさに「ロータリ

ー精神」そのものであります。社会参加をすることの一手

段として「飲酒」も必要であり、次回の卓話は「酒飲み上

手は健康上手」のビデオをお示しする予定です。

例会日 クラブ名 場 所

2/5（木） 名古屋大須 東急ホテル

2/6（金） 津島 ツシマウール会館

2/10 火 名古屋清須 マリオットアソシアホテル（ ）

名古屋城北 名古屋栄東急イン


