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”我等の生業”Song

Attendance

７８名 １１名 ８３．３３％会員 欠席 出席率

東海広光 会長President Time

11月はロータリー財団月間です。月間中、少なくとも一

つのクラブプログラムを財団のために実施することと、RI

理事会と管理委員会は決定いたしております。財団の奨学

、 、金事業 および人道的諸行事についての知識と理解を深め

財団の推進に役立つプログラムを実施してくださいと言わ

れております。今日、渡辺ロータリー財団委員長にお願い

をいたしまして「クラブフォーラム」を開催いたします。

地区よりロータリー財団地域コーディネーター補佐深谷友

尋さんにおいでいただきまして、クラブフォーラムを進め

たいと思います。時間の関係もございますので、私からロ

ータリー財団について少しお話をさせていただきます。19

17年6月 アーチ・クランフRI会長が財団の前身となる 世、 「

界でよいことをしよう （Doing good in the world）」

を目的とする「ロータリー基金」を提唱したことがロータ

リー財団の始まりと言われています。そして７月にアーチ

・クランフ直前会長への記念品代として集めた残金26ドル

50セントを基金として預託することとなり、これが最初の

財団への寄付となりました。その後1928年「ロータリー

財団」と名称を変更し、1931年信託組織となりました。

現在世界中で大きな貢献をし重要な役割を果たしているロ

。ータリー財団ははじめから順風満帆ではありませんでした

、 、アーチ・クランフは人気も高く 尊敬された指導者であり

ロータリー基金が新しいロータリークラブの設立や人道的

救援の役に立つというクランフの提案は好意的に受け止め

られていました。しかし6年経っても基金の残高はやっと7

00ドルに達したに過ぎなかったそうです。1930年、ロー

タリー創立25周年の年に、ロータリー財団が最初の補助金

500ドルをエドガー・アレンの国際身体障害児協会へ拠出

いたしました。寄付はなかなか集まらず、1947年1月27

日、ロータリーの生みの親ポール・ハリスはこの世を去り

ました。彼の死を無にしないためには、彼の志を受け継が

なければならない。彼が念願としていた「国際理解と親善

と平和 「ロータリー運動の国際性」推進の為ロータリー」、

。 、財団に募金をしようとなりました ポール・ハリスは生前

自分が死んだら献花ではなくロータリー財団に寄付してほ

しいと話していました。ハリスの訃報が伝えられた後、そ

１２月 ７日（第２１３３回）Today

担当 藤田淳士 保健委員長

演題 卓話「健康寿命を延ばすには」

保健委員会

１２月１４日（第２１３４回）Next Week

担当 立松絹久 プログラム委員長

演題 卓話「人間関係とコミュニケーション

が劇的に変わるたった1つのコツ」

メットライフ生命保険株式会社

中京第二エイジェンシーオフィス 堀江 明彦氏



の反響は素晴らしいもので70か国以上30万人以上のロー

タリアンがポール・ハリスの死を悼み、翌年７月までに13

0万ドル以上が寄付され、永年の目標である200万ドルの

寄付が射程距離に入ってきました。この寄付は「ポール・

ハリス記念基金」となって、その後ロータリー財団の発展

のために役だてられました。26ドル50セントの初めての

寄付から、資産およそ10億ドルという財団に成長したロー

タリー財団。これまでプログラムとプロジェクトに授与さ

れた補助金や奨学金の総額は30億ドルを上回り、世界中の

何百万人という人びとの人生を変えてきました。奉仕活動

。 、と資金調達は車の両輪です 世界中の貧困や飢餓が減少し

社会が向上し世界が平和にならない限り、私たちの真の平

和はありません。ロータリー財団が地域社会や国際社会へ

の奉仕をさらに強化、増大していくためには奉仕活動の充

実と資金面の援助が大変重要になります。今年度、我があ

まロータリークラブは地区補助金をいただきまして、フィ

リピン・ケソン市において、大竹敬一国際奉仕委員長、中

西国際副委員長のご尽力とご協力のもと、ケソン市路上生

活児童支援事業を行いまして、来月12月12日に現地にて

引渡式典を開催いたします。次年度篠田年度におきまして

ロータリー財団は100周年を迎えます 「世界でよいこと。

をしよう：人びとの心に触れた100年」という記念誌も出

版されるそうです。これを記念いたしまして会員の皆様に

も財団への寄付もよろしくお願いいたします。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 浅野多喜男君に第24回米山功労者感謝状が参りました。

２ 光岡 朗君がベネファクターに寄付されました。

３ 浅野多喜男君が第17回マルチプル・ポール・ハリス・

フェローに寄付されました。

４ 第6回定例理事会のご案内

日時 12月2日（水）18:00

場所 宮ざき

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム

「変わりゆくロータリー財団」

ロータリー財団地域コーディネーター補佐

（ ）深谷 友尋君 名古屋みなとRC



例会日 クラブ名 場 所

12/9 水 名古屋南 名古屋観光ホテル（ ）

12/14 月 名古屋空港 キャッスルプラザ（ ）

名古屋東 ウェスティンナゴヤキャッスル

名古屋昭和 名古屋東急ホテル



第 4 2 4 回 ゴ ル フ 部 例 会

2 0 1 5 年 1 1 月 2 0 日 桑 名 C C

優勝は北野君

Rank N A M E OUT IN GROS H'C NET

優勝 北野庸夫 45 44 89 15.8 73.2

２位 青本道春 49 46 95 19.2 75.8

３位 中島英之 48 43 91 14.8 76.2

４位 伊藤正征 45 51 96 19.2 76.8

５位 東海広光 48 53 101 24.0 77.0

６位 渡辺　均 47 52 99 21.6 77.4

７位 谷川浩司 43 56 99 21.6 77.4

８位 松井英治 48 44 92 14.4 77.6

９位 後藤雅光 51 49 100 21.6 78.4

１０位 前田重廣 51 49 100 21.0 79.0

１１位 北澤英一 50 51 101 20.8 80.2

１２位 西川広樹 48 47 95 13.0 82.0

１３位 高山　敏 51 51 102 19.4 82.6

１４位 栗木和夫 44 43 87 4.2 82.8

１５位 清水明俊 55 59 114 28.0 86.0

ＢＢ 家田安啓 56 51 107 20.4 86.6

１７位 藤田隆志 61 56 117 30.0 87.0

親睦活動委員会

１２月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

水野 眞 T13.12.7 後藤 和子 Ｓ22.12.3

（ ）浅野多喜男 S10.12.21 眞

紅谷 幸政 S22.12.16 篠田 啓子 S24.12.16

（ ）篠田 正志 S23.12.13 正志

岩島 裕芳 S26.12.24 宮下 幸江 S24.12.27

吉田 勤 S31.12.７ 東海小夜子 S25..12.5

宇津山 弘 S31.12.11 横井 昌子 S28.12.23

吉田 裕子 S41.12.28

田邊 昭華 S43.12.13

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

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 １１

「竹長押茶屋 －弥富市前ケ須－」

もともと名古屋城北御深井丸にあった尾張藩御用の離れ

休息茶室で、その一部を明治５年に前ケ須の佐藤家が、当

時の筏川の船着場に移築したものである。各部屋に竹の半

割の長押を使用していることからこの名がある。明治時代

には、たびたび天皇・皇后の東海道中の休息所となった。



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

深谷 友尋 国際ロータリー第2ゾーン ロータリー財団地域コーディネーター補佐 （名古屋みなとRC）

・本日は伝統あるあまRC卓話にお招きいただき、有り難うございました。

東海広光 会長

・ロータリー財団地域コーディネーター補佐、深谷友尋君、ようこそあまRCへ。今日はよろしくお願いいたします。

・今年の樽のボジョレーヌーボは、近年にない美味しさでした。西川君、毎年ご尽力有り難うございます。

・ゴルフ部例会・忘年会ご参加の皆様、お疲れ様でした。北野君、優勝おめでとうございます。

・山田幹夫君、新聞拝見いたしました。甘強酒造さんの歴史の重みを感じました。凄いですね。

・西川副会長、大変お世話になりまして、有り難うございます。あと7ヶ月、よろしくお願いいたします。

西川広樹 副会長

・深谷友尋君をお迎えして。

児玉憲之 幹事

・深谷ロータリー財団地域コーディネーター補佐をお迎えして。卓話を楽しみにしています。

・西川君、先日は有り難うございました。

北野庸夫君

・久々に あまゴルフ部会で優勝しました！会員の武藤君にソケット病の直し方を教えていただいたおかげです 有り難う！、 。

渡辺 均君

・本日のフォーラムに、ロータリー財団地域コーディネーター補佐に、ご講師にお出で頂いて･･･深谷君、よろしくお願いい

たします。

・日刊工業新聞社主催、中部経済産業局の後援で、100年企業顕彰制度にて「優良100年企業表彰」を受賞することになり

ました。ただ、第1次・第2次世界大戦や、伊勢湾台風等で住居・事務所・作業場もすべてなくなり、幾多の山・谷を越え

ての現在です。先人に感謝であります。継続はしてきたが、貧乏会社でありますので、その辺、お間違えなき様お願いい

たします。

山田幸治君

・NHKのマイビデオで先週26日に、私の作品「皇帝ダリア」を放送してくれました。今年5回目です。

田中正博君

・ニコボックスにいますと、笑顔で挨拶していただき、うれしくなります。有り難うございます。

横井久雄君

（ ）、 。 、 「 」 、・昨日 29日 津島バス通りにイルミネーションを点灯しました 大治町長 ゆるキャラ ハルチャン をゲストに迎え

協賛・参加して頂いた方、有り難うございました。

・庭の大木からとった「つるし柿」を持参しました。食後のデザートととして試食、1個ずつお取り下さい。

家田安啓君

・今日は写真を撮っていただきます。

今西邦弘君

・ニコボックスの皆様、何時もお疲れ様です。

稲垣秀樹君

・伊藤正征親睦活動委員長、先日はご馳走になりました。

伊藤英毅君

・昨日、東京で落語を聞いてまいりました。楽しい時間でした。

加藤 徹君

・中西君の前は素通りできません。

河瀬文一君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

栗木和夫君

・皆さんの年令に近づいて、物忘れが酷くなりました。

黒川元則君

・釣り部会忘年会参加の皆様、有り難うございました。



黒野晃太郎君

・深谷君、よくお出で頂きました。

前田重廣君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様。

大西晃弘君

・ニコボックス委員の皆様、何時もお疲れ様です。

篠田正志君

・今年も盛大にイルミネーションが、あま市美和文化の杜で開催されております。是非見学に来て下さい。

臼井幹裕君

・栗木君、実りの秋ですね。有り難うございます。

・堀江君、いつも銀杏を分けて下さり、有り難うございます。

東海広光 会長・高山 敏君、児玉憲之 幹事

・ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

投函件数23件 合 計 ９８，０００円


