
２０１６年３月 ７日（曇り） 第１週 第２１４４回例会

”君が代・奉仕の理想”Song

米山奨学生 グエン シン コン君Guest

Attendance

７７名 １０名 ８３．８７％会員 欠席 出席率

東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。いよいよ3月でございます。今月

はロータリー特別指定月間として 「水と衛生月間」となっ、

ています 2014年10月 RI理事会は 重点分野である 水。 、 、 「

と衛生月間」である3月を、地域社会における安全な水の

公平な提供、衛生設備や衛生状況の改善、持続可能な水設

備と衛生設備の設置、資金調達、維持管理を地域住民に行

っていくための能力向上、安全な水と衛生の重要性に地域

住民の認識を高めるためのプログラム支援、水と衛生に関

連した仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨

学金の支援を強調する月間とした。

・改善された水源とは。

外部から汚染、特に人や動物の排泄物から十分に保護され

る構造を備えている水源、給水設備。例えば、家庭内の水

、 、 、 、道や公共の水道 水汲み場 掘削井戸 保護された堀井戸

保護された泉、雨水など。

・改善された衛生設備とは。

人間の排泄物に触れることなく、衛生的に処理できる設備

を備えているトイレ。例えば、下水あるいは浄化槽につな

がっている水洗トイレ（水を汲んで流す方法、換気式トイ

）、 、 。レを含む スラブ付きビットトイレ コンポストイレなど

、 。子どもたちが生きていく上で 水と衛生は大きな問題です

汚水や不衛生な環境は、感染症を引き起こします。幼い子

供たちのなかには、下痢などで命を落としてしまうことも

少なくありません。より多くの子供たちに清潔な水を届け

られるよう井戸などの給水設備を作ったり、衛生的な生活

が送れるようトイレを設置したり学校教育や保健所を通じ

て住民に衛生習慣を広めるといった活動を進めています。

昨年私達あまRCが行いました、フィリピン・ケソン市路上

生活児童支援事業は、路上生活をする子どもたちが入所す

る、児童養護施設内にトイレ、シャワー、洗濯場として使

用する水場及び警護用フェンスを建設するとともに、施設

敷地内にライト7基、子ども用ベット3台、ロッカー４台の

資材を提供しました。このことにより、入所する子どもた

ち及び研修所として、この施設を訪れる子どもたちに衛生

的な生活環境を提供することができ、病気から子どもたち

３月１４日（第２１４５回）Today

担当 立松絹久 プログラム委員長

演題 卓話

「 」地域で育ち地域とともに成長する生徒の育成

蟹江中学校校長 今井雅良氏

３月２８日（第２１４６回）Next Week

担当 立松絹久 プログラム委員長

演題 卓話「修行から得る運勢と運命」

瑞円寺 佐々木友肇氏



を守り、健やかな成長を促すことができるようになりまし

た。また、警護用フェンスの建設や、ライト、ベット、ロ

、 、ッカーを提供したことにより 子どもたちを危険から守り

安心して施設で生活ができるとともに、より快適な生活環

。境を子どもたちに提供することができるようになりました

1917年から始まったロータリー財団事業「世界で良いこ

とをしよう」の下で、このような地区補助金を使っての奉

仕活動です。私達あまRCが、ロータリー財団地区補助金を

使わせていただき、行いました国際奉仕活動は、国際奉仕

といえるかどうかわからない、まさに大海に目薬を一滴垂

らしたほどの奉仕かもしれません。しかし、ギラギラ輝い

た眼をしたあの子どもたちは、将来ドクター、看護師、警

察官、ソーシャルワーカー、学校の先生、子どもたちの指

導者などの夢を持ち、この中から必ずや立派な青年が生ま

れ、世界平和、国際親善のために尽くしてくれると思いま

した。なお、この事業を達成するにあたりまして、中西国

際副委員長ご夫妻には多大なるご尽力をいただきましたこ

とを申し添えさせていただます。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 第30回津島・あまRC合同ゴルフ大会のご案内

日時 5月12日（木）9:00集合

場所 桑名CC

２ 第4回準備理事会のご案内

日時 3月14日（月）18:00

場所 日本料理 千とせ家

３ 第6回フォト俳句展のご案内

日時 5月21日（土）～28日（土）

場所 フォトサロン「サン・ルゥ」

※詳細は事務局まで。

米山奨学生 コン君

3月お誕生日の方々

例会日 クラブ名 場 所

3/15 火 名古屋城北 栄東急REIホテル（ ）

3/16 水 名古屋和合 休会（ ）

3/22 火 名古屋城北 休会（ ）

名古屋名東 休会

3/25 金 名古屋北 休会（ ）

名古屋みなと マリオットアソシアホテル



地 区 補 助 金 事 業 発 表

「路上生活児童の現状とアイキャンの活動」

NPO法人アイキャン事務局長 井川定一氏

今回のリサール州サンマテオ町での水場建設では、あま

ロータリークラブ様の御協力を頂き有難うございました。

認定NPO法人アイキャンは1994年4月1日に設立され

た、国税庁長官認定の認定NPO法人です。本部は名古屋市

中区大須にあり、有給職員約70名（日本サイド日本人職員

10名、現地サイド日本人職員10名、外国人職員50名）が

活動しています。パートナー企業、個人パートナー、学生

の皆さん（148法人、3444名の個人）の募金等から得た

収入は年間3.5億円になります。

■パートナー企業

デンソー、積水ハウス、中部電力、パナソニック、富士ゼ

、 、 、 （ ）ロックス 日本郵便 日本郵船 三井住友銀行他 敬称略

■協力行政機関

外務省、JICA他

■教育機関

、 、 、名古屋大学 名古屋国際高校 愛知淑徳中学校・高等学校

愛知大学他

主な活動としては

①紛争地の子どもたちの事業（校舎建設、平和教育）

②自然災害被災地の子どもたちの事業（学校建設、家屋提

供、学用品提供、生活用品の提供）

（ 、 、③路上の子どもたちの事業 児童保護施設運営 路上教育

新たな生計の取得、奨学金の提供、カウンセリング）

④スタディーツアー研修事業

⑤フェアトレード事業

などです。

今回の御協力頂いた事業は③の活動に含まれます。今後も

皆様の温かい御気持ちを、様々な理由で貧困に面している

子どもたちへ届けて頂きたいと願っております。

具体的には

クラブとして継続的なパートナーになって頂く。①

会員様単位で法人パートナーになって頂く。②

吾人様単位でマンスリーパートナーになって頂く。③

３段階の方法があります。

2016年４月までに団体、個人構わず44名のパートナーの

新規御加入を目指しております。御承知の通り、認定NPO

法人に御寄附頂いた場合税金が控除されます。

■所得控除（所得から控除）

寄付金合計 - 2000円 = 寄付金控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の40％です。

■税額控除（所得税額から控除）

（寄付金合計-2000円）×40％＝税額控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の40％。

※税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25％が上限。

※多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なく

なり有利となるが、所得税率の高い方は、所得控除を選ば

れると還付額が大きくなる場合もある。

※確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。

「一人でも多くの子どもたちが幸せに生きていくことがで

きるように、皆様の御協力をお願い致します」本日は有難

うございました。



わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 18

「大日如来坐像 －蟹江町須成－」

像高105㎝、桧の寄木造で背面には漆箔が残っている。

藤原時代の作だといわれ、修理でやや原型が失われている

と思われるが、顔立ちや肩の線などが定朝様の特徴をあら

わしている。また、伝承によれば、木曽義仲の亡きあと、

巴御前が義仲を弔うために大日堂を建て、この大日如来像

を安置したといわれている。

「ロータリーの歴史 14」

文責 東海広光会長

会則が3項目となったことで、ロータリーは内部の相互

扶助活動と親睦だけでなく、地域社会にも目を向けるとい

。 、う姿勢を明らかにしました この項目が追加されたことで

弁理士ドナルド・カーターが入会し、彼は初期のロータリ

ー・クラブの中で、市民意識の向上と対外姿勢の形成とい

う意識改革に大きな足跡を残すことになります。

ところで我が国のロータリー解説書の中には、この条項

の出現をもって｢奉仕の概念の導入｣と語っているものがあ

ります。しかしそれは余りに過去を過大評価することにな

る恐れがあります。この当時のロータリーは相互扶助を円

滑に進めるための内部意識の向上に躍起になっており、｢奉

仕｣概念は存在していませんでした。そんな中で第3代会長

に就任したポール・ハリスは、次のような目標を立てまし

た。

１．会員を増やしてクラブを充実させること。

． 。２ 他地域にロータリー・クラブを設立する支援を行うこと

３．地域社会へ向けての活動を発展させること。



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・アイキャン井川定一さん、ようこそあまRCへ。卓話よろしくお願いいたします。

・次年度IDMがスタートいたしました。篠田正志会長エレクト、黒川副幹事、今が一番大変な時です。頑張って下さい。

・ニコボックス委員会の皆さん、会場委員会のお手伝い、有り難うございます。

・いいかんじの会ご出席の皆さん、お疲れ様でした。いい感じで和やかな楽しい会でした。臼井パスト幹事、お世話いただ

きまして、有り難うございました。

・本日第9回定例理事会を開催いたします。あと4回です。役員・理事の皆さん、よろしくお願いいたします。

西川広樹 副会長

・山田幸治君、有り難うございます。

児玉憲之 幹事

・フィリピン補助金事業の発表される、NPO法人アイキャンの井川定一様、よろしくお願いします。

栗木和夫君

・インフルエンザが母親にうつってしまいました。高熱で市民病院に入院。皆さん、気を付けてください。

中西 巧君

・本日卓話でお世話になります、認定NPO法人アイキャン井川事務局長様、よろしくお願いいたします。

・本日、国際奉仕委員会の事業報告をさせていただきます。滑舌の悪さはご容赦下さい。

田中正博君

・今日はニコボックスの投函の出足が悪く、責任を感じて？

今西邦弘君

・大竹敬一君、先日は有り難うございました。

板津和博君

・次年度会報・ニコボックス・広報委員会合同IDMにご参加の皆様、有意義な会、有り難うございました。

伊藤英毅君

・先週、奈良のお水取りに行って参りました。千年もの間続いている行事に、改めて感動しました。

黒川元則君

・神戸君、先日はお世話になりました。有り難うございました。

前田重廣君

・ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。

水野 眞君

、 、 、 、 。 。・5日上京 上野の美術館をみて 国立劇場で7時間 46回邦楽演奏会を 知人仲間と楽しい1日をもちました 感謝一杯

酒井和雄君

・伊藤英毅君、秘湯情報有り難う。

上田博行君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

臼井幹裕君

・いいかんじの会ご参加の皆様、有り難うございます。世話役の不手際につき、お詫びします。岩島君、ご馳走様でした。

・篠田年度雑誌委員会他の合同IDM、早退して申し訳ありませんでした。

山田幸治君

・朝、新聞を見ていたら、珍しい言葉に合いました 「てふてふ」です。蝶々と読みます。。

山田幹夫君

・3月5日、卒業後50年を記念し、東海高校卒業式に招待され、終了後、徳川美術館内宝善亭で同窓会が開催されました。

近藤パストガバナー、神野ガバナーエレクトも参加され、盛大でした。

山田尊久君

・青春をかけめぐったミュージカルの素晴らしさに触れることが出来ました。後藤眞君、有り難う。

3月誕生日をお迎えの方々より

投函件数19件 合 計 ５５，０００円


