
２０２２年 ９月２６日（晴れ） 第３週 第２４００回例会

Song ”我らの生業”

Attendance

会員 ６７名 欠席 １２名 出席率 ７７．７８％

President Time 臼井幹裕 会長

皆さん、こんにちは。前回のガバナー補佐訪問では、会

員の皆様にネクタイ着用等に協力賜り、ありがとうござい

ました。松岡カバナー補佐からもきっちりとした例会運営

につきお褒めの言葉をいただきました。

さて、台風が立て続けにやって来ています。本日26日は、

63年前の1959年に伊勢湾台風が襲来した日でもありま

す。この被害について語るには時間が足りません。数年前

にCBCテレビが当時のニュース映像をAI技術を使ってカラ

ー化しており、そのビデオをYouTubeで見ることができ

ます。皆さん是非ご覧になって、記憶を新たにし災害に備

えることを心がけて下さい。https://www.youtube.com

/watch?v=rcrtlhSHY7I

今月は、ロータリーの友月間ですので、「友」の話をしま

す。国際ロータリーの機関誌として「The Rotarian」が

あります。「友」は、国際ロータリーから地域雑誌として指

定を受けたものの1つです。「友」の横書きの記事には、RI

とマークがついた指定記事を掲載することが義務づけられ

ています。「友」は、2023年1月で創刊70周年を迎えま

す。9月号で特集されていますのでお読みの方もいるかと

思います。「友」創刊の理由は、1952－53年度から日本

をテリトリーとする地区が2つに分かれることが決まって

いましたので、これまで共に活動をしてきた日本のロータ

リアンが、分割されてからも緊密に連絡を取り合い、情報

を共有するための機関誌として、企画されたことにありま

す。「友」は、右にも左にも表紙と目次がありますね。これ

は、「友」が夙に横書きでスタートしたことから、その後に

横書きでは掲載になじまない「俳壇・歌壇」などが登場し、

「卓話の泉」「談話室（現・ロータリー・アット・ワーク）」

など縦書き記事が増えた結果として、こうなったと説明が

されています。ちなみに、9月号の特集には、かつての「伊

勢湾台風とロータリー」の掲載記事にも触れてあります。

Today １０月 ３日（第２４０１回）

担当 稲垣秀樹 米山記念奨学副委員長

演題 卓話「私にとっての幸せ」

米山奨学生 朱 天斉さん

米山記念奨学委員会

Next Week １０月１７日（第２４０２回）

担当 谷口充子 社会奉仕委員長

演題 卓話「フードバンクの概要とセカンド

ハーベスト名古屋の活動について」

認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋

理事 前川 行弘氏



そして、17頁には、PARTICIPATEの文字が躍っていま

す。本年度の会長テーマJoin us and participate !をよ

ろしくお願いします。

Secretary Report 大西晃弘 幹事

１ 第4回定例理事会のご案内

日時 10月3日（月）例会終了後

場所 アイリス 名鉄GH 18F

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

臼井幹裕 会長

本日、黒野パストガバナー補佐に会員卓話をお願いし

ました。大変楽しみです。よろしく。

後藤裕一 副会長

黒野君、本日の卓話楽し見です。よろしくお願いいた

します。

大西晃弘 幹事

黒野君、本日の卓話よろしくお願いいたします。

伊藤英毅君

先日、三途の川を渡りそこなって、またこの娑婆に運

よくか？運悪くか？戻ってきました。後少し、皆様に

お世話になります。よろしくお願いいたします。

黒野晃太郎君

本日卓話の時間をいただきました。

孫のお守りで東山動物園へ。疲れました。

後藤 眞君

脳と能のコラボレーション、パンフレット見て下さい。

能楽堂で開催です。ボケにならんように願いを込めて。

加藤春視君

黒野君、本日の卓話、楽しみにしています。

青本道春君

友人がエージシュート100回達成しました。素晴らし

い仲間が集まり、本日達成祝を開催。私も1度は達成

してみたい。

加藤憲治君

黒野パストガバナー補佐、本日の卓話、楽しみにして

おります。

鈴村與左衛門君

ニコボックスの皆さん、お疲れ様です。

家田安啓君

秋分も過ぎて、過ごしやすくなってくれるといいです

ね。

池﨑晴美君

ニコボックスの皆様、いつもさわやかな笑顔を有難う

ございます。ハッピートークへ沢山のご協力を頂き、

有難うございます。あまRCの皆様にも、小学校の活

動へゲスト出演もお願いして、ますます頑張ってまい

ります。よろしくお願いします。

板津和博君

職業奉仕委員会IDMに参加の寺澤委員長、加藤徹君、

お疲れ様でした。有意義な時間有難うございました。

本日早退します。すみません。

北野庸夫君

階段で転倒し、捻挫しました。ゴルフ部会（荘川）キ

ャンセルしました。ごめんなさい。

黒川元則君

黒野君、本日の卓話、よろしくお願いいたします

水野 眞君

伊藤英毅君、能楽堂でびっくり、今日元気な顔みてま

たびっくり。こんなびっくりで良かったです。

小倉廣三君

黒野君、本日会員卓話よろしくお願いいたします。楽

しみにしております。

武井 正君

先週、名古屋北RCと名古屋宮の杜RCが中心となった

RCゴルフ交流会に参加してきました。今後はあまRC

からも参加していただける方がいらっしゃいましたら

是非ご一緒してください。よろしくお願いいたします

田中正博君

今日は黒野パストガバナー補佐の卓話、楽しみにして

います。

横井久雄君

黒野君、本日の卓話、よろしくお願いします。

合 計 ５２，６２７円



会 員 卓 話

「ガバナー補佐について」

黒野晃太郎君

・RI（国際ロータリー）

1,200,000人 37,000クラブ 529地区

理事会、評議会、各委員会

・ゾーン（日本3ゾーン）

・地区 日本34地区 2,232クラブ 85,000人

・愛知 2760地区 4,700人 84クラブ

・分区 8分区

南尾張 6クラブ 222人

西尾張 9クラブ 440人

東尾張 12クラブ 420人

西名古屋 14クラブ 1,132人

東名古屋 12クラブ 608人

東三河 12クラブ 690人

西三河中 10クラブ 648人

西三河 9クラブ 523人

・西尾張分区 ９クラブ（9年に1回）

一宮・尾西・あま・尾張中央・名古屋清須・津島・一宮

北・稲沢・一宮中央

地区代表・ガバナー

分区代表・ガバナー補佐

・あまRC歴史

大竹和美分区代理 1975-76年 初代会長

横井永忠分区代理 1989-90年 15代会長

田中清隆分区代理 1998-99年 10代会長

鈴木孝則ガバナー補佐 2007-08年 32代会長

黒野晃太郎ガバナー補佐 2016-17年 33代会長

神戸政治ガバナー 1992-93年 17代会長

・任務

ガバナー補佐訪問

クラブ協議会（ガバナーへ報告）

地区研修・協議会、地区大会、国際大会への参加

会長・幹事会（分区）年3～4回開催

IM（インターシティ・ミーティング）の開催

チャリティゴルフ大会

地区研修セミナーへの参加

・ガバナー補佐スタッフ

幹事、副幹事、IM実行委員長、ゴルフ大会実行委員長、

その他

・不易流行

親睦活動委員会

１０月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

伊藤 英毅 S16.10.13 青本喜代子 10.18

舩原 久尚 S20.10. 9 栗木喜代美 10.23

加藤 憲治 S22.10.21 加藤太果子 10. 1

板津 和博 Ｓ3510.26 （徹）

神戸 剛 Ｓ36.10.22 臼井美由紀 10.13

池﨑 晴美 Ｓ39.10.18

谷川 浩司 Ｓ40.10.20

松村 文登 Ｓ43.10. 4

河村 昭利 S44.10. 1

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



「ロータリーの友紹介」 「スリランカの未来へつなぐ」

8月10日、国際ロータリー第2620地区米山学友会会長

の青山チャリットさん（2006-08／静岡日本平RC）が、

同学友会を代表して母国スリランカ北部のアヌラダプラ・

ヒドーガマにあるマダワラガマ・カレッジ小学校を訪問し、

日本円で約15万円分の文房具を寄付しました。同学友会に

とって3度目となる教育支援ボランティアの活動先となっ

たスリランカは今、歴史的な経済危機に直面しており、地

方には経済的な理由から必要な文房具などを購入出来ない

子供たちがたくさんいるそうです。そこで、スリランカ北

部地方にある、生徒数155人の小学校の子供たちのために

文房具を届けることにしました。ガソリン不足により現地

までの道のりは非常に大変だったそうですが、喜んでいる

子供たちの笑顔を見たら、それまでの苦労も吹き飛んだと

のことです。青山チャリット会長は、「我々学友会にできる

ことは限られていますが、その中でも小学校の子供たちに

文房具を手渡すことができました。しかしスリランカには、

医療機器の不足など、困っている子供たちがまだまだたく

さんいます。今後もロータリアンの方々にご支援とご協力

をいただきながら、可能な限りの支援をしていきたいと思

います」と述べました。

ハイライトよねやま270より抜粋


