
２０１９年１０月２８日（晴れ） 第４週 第２２８８回例会

Song ”それでこそロータリー”

Visitor 水谷豊君・中島弘傑君（尾西RC）

Guest 米山奨学生 馮 軒昂君

Attendance

会員 ７７名 欠席 ８名 出席率 ８７．８８％

President Time 田中正博会長

皆さん、こんにちは。やっと亀でございます。ビジター

の尾西RC水谷会長・中島幹事、ゲストの馮 軒昂君、あま

RCにようこそお越しいただきました。ゆっくりご歓談くだ

さいませ。本日は米山奨学委員会の担当ということで馮

軒昂君に卓話をお願いしています。後程よろしくお願いし

ます。

さて、例会のお休みの間に色々なことが起きましたし、

ありました。また、巨大台風19号により東海・関東・東北

地方に甚大な被害が出てしまいました。長野県では長野北

陸新幹線の車両が千曲川の決壊により水につかり、120両

駄目になり、前代見聞の甚大な損害が出ました。今までの

認識や対応ではもう取り返しのつかない、甚大な被害は免

れないと感じました。一昔前は、災害は忘れたころにやっ

て来ると言われていました。今は災害は忘れる間もなく連

続的に襲来すると変わってきました。河川の多い日本、国

を挙げて専門家を交えて危機感を持ち、治水対策・防災対

策に徹底して取り組んでもらいたいものです。被害処理対

策ではもういけない、大きな被害の処理の繰り返しでは日

本国の財産が目減りして景気が益々悪化していくばかりと

思います。これからは被害が起きないように対策すること

が大事だと思います。

暗いニュースばかりじゃありません。明るい、素晴らし

いニュースも入ってまいりました。名城大学教授の吉野彰

さんのリチウムイオン電池の開発研究が認められ、ノーベ

ル化学賞を受賞されました。私と同年だそうですが、どう

拝見してもだいぶ年上に見えました。リチウムイオン電池

は、すでに広く産業界（携帯電話・ノートパソコン・電気

自動車など）のあらゆるものに使われている。今後は環境

問題解決に期待されるそうです。

Today １１月１１日（第２２８９回）

担当 稲垣秀樹 国際奉仕委員長

演題 地区大会・地区補助金事業報告

国際奉仕委員会

Next Week １１月２５日（第２２９０回）

担当 真木伸一 ロータリー財団委員長

演題 卓話

「ロータリー財団の多様性について」

地区補助金委員会

委員長 高山景一君（豊橋RC）

於：名鉄ニューグランドホテル ７F



さて、10月19日の土曜日には秋の家族会が親睦委員会

の担当で御園座の観劇会が開催されました。73名の多数の

会員様と家族の皆様のご参加をいただいて有難うございま

した。生まれ変わった御園座で歌舞伎を観劇させていただ

き、みなさん見入っておられたように感じ、たいへんよか

ったと感じました。親睦活動委員会板津委員長をはじめ親

睦委員の皆様お役目ご苦労様でした。続いての報告ですが、

国際奉仕委員会担当で10月21日（月）より10月25日（金）

まで地区補助金事業としてベトナムの北部の山岳にある、

ハノイよりマイクロバスで10時間とバイクで30分のとこ

ろの、想像を絶する場所にある少数民族（モン族）の幼稚

園（学生数79名）で教室・台所・トイレの新築と修繕工事

完成の除幕式に、あまRCより稲垣国際奉仕委員長を先頭に

10名の参加で、津島RCから7名で行ってまいりました。

11月11日に国際奉仕委員会稲垣委員長より事業報告があ

りますので、私から簡単に感想をお話しようと思います。

ハノイのホテルより所用時間7時間ほどでないかと聞いて

いましたが途中道路工事で通行止めに合い、通行出来るま

でに約3時間ほど待ってくれと返事が返ってきまして、山

の中でぶらぶら散歩しているしかしょうがありませんでし

た。朝7時30分にハノイのホテルを出発して目的地の町の

ホテルに着いたのが17時30分でした。約10時間以上かか

りました。すごい悪路でお尻は痛くなるし、ひざは動かな

くなるし、みんなへとへとでした。それから夕食会に入っ

たわけですが、地元の村長さん、高官、ハノイ、ホーチミ

ンのNPOの方々25名ぐらいの方に歓迎懇親会をしていた

だき、カンペイ、カンペイと盛り上げていただきました。

そして次の日朝7時30分に出発して目的の幼稚園に向いま

した。

途中まではマイクロバスで行き、残り5～6㎞をモーターバ

イクしか入れない道で、一人ひとりバイクの後ろに乗せて

もらい、これ以上悪路はないというぐらいの泥んこ道を必

死に掴まって行き到着しました。こんなところに小学校、

幼稚園があるのかと、参加者みんなびっくり驚いていまし

た。小学校、中学校までは地方自治体の助成金を受けて、

恵まれているそうですが、幼稚園への助成はなく、幼稚園

の運営、建物、設備のメンテなどに大変困っていたそうで

す。今回良いタイミングで、あまRCと津島RCからの国際

奉仕の支援の話が実現して大変喜ばれ感謝されました。米

山奨学生のグエン・シン・コン君の協力もあって、あま・

津島RC初の共同奉仕事業として行い、りっぱな国際奉仕が

出来、お互いに感激して帰ってまいりました。以上会長挨

拶とさせていただきます。

Secretary Report 藤田隆志 幹事

１ 次週11月4日（月）は文化の日の振り替えによる休会

です。

2 11月10日（日）は地区大会です。全員登録となって

おりますので、お忘れなきようご出席ください。

3 第5回定例理事会のご案内

日時 11月11日（月）18:00

場所 Reconnaissance

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

水谷 豊君（尾西RC）

例会の貴重な時間をいただき、有り難うございます。

11月13日、お待ちしております。

中島弘傑君（尾西RC）

尾西RCから来ました。今月はチャリティコンサート

のPRに来ました。よろしくお願いします。

田中正博 会長

大竹年度打ち上げ会、天気がよく最高でした。有り難

うございます。

秋の家族会「御園座観劇」ご参加の皆様、お疲れ様で

した。

国際奉仕事業、ベトナム少数民族モン族の幼稚園の新

設・トイレ新築の除幕式に行ってきました。これぞ奉

仕事業と感激しました。

尾西RC水谷会長・中島幹事、ようこそお越しくださ

いました。

馮 軒昂君、卓話よろしくお願いします。

鈴村與左衛門 副会長

ベトナムプロジェクト参加の皆様、お疲れ様でした。

藤田隆志 幹事

ベトナム補助金事業に参加の皆様、お疲れ様でした。

馮君、卓話よろしくお願いします。

山田幸治君

10月10日、伊藤英毅君から電話を頂き、愛知医大に



動脈瘤の手術をしていることが、ばれてしまいました。

早速田中会長に連絡して頂き、あまRCからと田中会

長からお見舞いを頂きました。藤田幹事も同行でした。

上田博行君

就職の経験もなく、20歳で不動産業を個人事業として

創業し、今月10月23日で50周年になりました。その

間、好・不況ありましたが、先輩仲間にも恵まれ、仕

事上の事故も大病もなく、一つのことに50年間継続で

きたことに感謝しています。

山田幹夫君

分区ゴルフ大会において、準優勝で豪華な賞品を頂き

ました。

沖縄での大竹年度理事会ゴルフで優勝し、多額の賞金

を頂きました。

11月2日（土）、おかげさまで157年蔵元感謝祭「故

郷の食文化」と題し、イベントを開催します。皆様の

ご参加をお待ちしています。

ベトナム旅行参加も皆様、ご苦労様でした。

神戸 剛君

ベトナムに参加された方、お世話になりました。有り

難うございました。

黒野晃太郎君

ベトナム遠征の皆様、お疲れでした。

WFF、雨天残念でした。

歌舞伎、よかったです。

家田安啓君

少し涼しくなってきました。風邪など引かないように

気をつけましょう。

加藤 徹君

半年ほど前から庭に出現する黒猫にご飯をあげていた

のですが、このままでは無責任だと思い、捕まえて去

勢手術。以来来なくなってしまい、2度と会えないか

と寂しく思っていましたが、今朝久しぶりに来てくれ

ました。

山田尊久君

馮軒昂君、月1回の例会での挨拶、いつも感心して聞

いています。これからも前に向かって進んでください。

後藤裕一君

タイガーウッズが優勝、松山君が2位でした。素晴ら

しいゴルフでしたね。

稲垣秀樹君

ベトナム支援活動にご参加の皆様、お疲れ様でした。

詳しくは来月報告させていただきます。

板津和博君

御園座鑑賞会に多数ご参加いただきまして、有り難う

ございました。次回年末家族会も、皆様の多数のご参

加、お待ちしております。

伊藤英毅君

昨日は孫たちとバーベキューをしました。楽しい時間

を過ごさせていただきました。

伊藤正征君

ゴルフ部栗木会長、忘年会下見にお付き合い、またご

馳走様でした。

加藤憲治君

昨日、第1回のあいさいさん祭り、無事終了しました。

河瀬文一君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

北野庸夫君

令和天皇即位、誠におめでとうございます。

児玉憲之君

ベトナム支援事業に参加の皆様、お疲れ様でした。

水野 眞君

21回銀の鈴音楽フェスティバル、県コンサートホール

で280名の出演で、盛大に勤めました。

小倉廣三君

タイガーウッズが優勝、松山君が2位でした。素晴ら

しいゴルフでしたね。

谷口充子君

小倉君、先日は大変お世話になり、有り難うございま

した。

寺沢正樹君

10月より入会させて頂きました。皆様、よろしくお願

いいたします。

合 計 ８3，０００円



卓 話

「春節について」

米山奨学生 馮 軒昂君





親睦活動委員会

１１月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

河瀬 文一 Ｓ11.11.5 水野 久子 11.18

北野 庸夫 S16.11.20 上田 弥生 11. 1

神野 恭寿 S38.11.17 北澤真佑美 11. ３

藤田 隆志 S42.11.28 敬称略

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

ロ シ ア 紀 行 29

山田幸治君

引き続きエルミタージュ美術館の作品をご紹介居ます。

ダヴィット サッフォーとファーン

ゴッホ あばら屋

セザンヌ 静物


