２０１８年（平成３０年）７月１９日(木)晴れ 第２６１７（当年度第３回）例会
点 鐘
司 会
ロータリーソング斉唱

会長
ＳＡＡ

片平 博己君
さて、今年度は、尾関親睦委員長の発案で、堀尾さ
近藤 道麿君 んのご協力をいただき、皇室御用達の大変貴重であり
「我等の生業」 がたい米を誕生者記念品にしていただきました。
「四つのテスト」
― 言行はこれに照らしてから ―
１.真実かどうか
２.みんなに公平か
３.好意と友情を深めるか
４.みんなのためになるかどうか
ゲスト及びビジター紹介
尾張旭ロータリークラブ 幹事 桜井 雅博様

会長挨拶
会長 片平 博己君
前回の例会の挨拶で触れさせていただきました、西
日本豪雨災害（「平成 30 年 7 月豪雨」）につきまして
の義援金募金の依頼が、地区から参りました。既に個
人的に募金されている方もいらっしゃるかもしれません
が、募金箱をまわしますので、ご協力のほどよろしくお
願いします。

今からおよそ 1300 年前に編纂された、日本最古の
歴史書とされる「古事記」において、そのクライマックス
といえば「天孫降臨」でしょう。天照大神の孫であるニ
ニギノミコトが、高天原から葦原の中つ国（日本の国
土）を治めるために降る場面です。この時、ニニギノミ
コトは三種の神器（鏡、剣、勾玉）を託されたといわれ
ますが、稲穂も持って天降っています。稲穂、すなわち
米は単なる食糧であるだけではなく、経済の基盤であ
り、日本人のルーツであるといえます。ニニギノミコトか
ら三代先が神武天皇であり、この神武天皇の即位をも
って日本建国の日とされています。日本では、神代の
時代から神自ら田植えをし、稲刈りをします。今でも、
天皇陛下が水田で稲を植え、収穫もされます。天皇陛
下が五穀の収穫に対し感謝する「新嘗祭」は大変大切
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な日となっており、全国の多くの神社やお祭りも古来、
五穀豊穣を祈念する場となっています。
本年度中に今上天皇は譲位され新しい天皇が即位
されます。この誕生者記念品のお米を見つつ、日本人
であることのありがたさを胸に刻み、お召し上がりいた
だけたらと思います。

幹事報告
出席報告
会員数

幹事

波多野 智章君
冨永 典夫君
出席者数 欠席者数
出席率

４５名
３４名
１１名
８５．０％
前々回 欠席者３名（７月５日）
補正出席率 ９１．１８％
ニコボックス
冨永 典夫君
○本日、例会に参加させて頂きます。８月２４日ガバ
ナー訪問合同例会を楽しみにしております。
尾張旭ロータリークラブ 幹事 桜井 雅博様
○尾張旭ロータリークラブ幹事桜井様ようこそお越しく
ださいました。８月の合同例会ではお世話になりま
す。
本日、各委員会年間行事計画発表。各委員長さん
宜しくお願いします。
片平 博己、加藤 義晴、波多野 智章、暮石 哲真
各君
○ちょっと、嬉しいことがありました。昨日、久しぶりに
小澤義一さんにお会いしました。お元気そうでした。
倉知 正憲君
○本日、青少年奉仕委員会の年間行事計画を発表さ
せて頂きます。
大池 武徳君
○社会奉仕委員会の年間行事計画を報告させて頂
きます。宜しくお願いします。
中村 耕司君
○国際奉仕委員会お願いします。
岩田 進市君
○ＳＡＡの年間行事計画を発表させて頂きます。宜し
くお願いします。
近藤 道麿君
○ようこそ！江南ロータリークラブへ
尾張旭ロータリークラブ幹事 桜井雅博様
各委員会の事業計画の発表を楽しみにしています。
庄田 元久、冨永 典夫、伊藤 靖祐、岩田 静夫、
木本 寛 各君

卓 話
各委員会年間行事計画発表
ＳＡＡ 近藤 道麿君

SAA を担当させて頂くことになりました近藤道麿です。
副 SAA は安藤喜代司さん、松岡一成さん、富田清孝さ
ん、永田広光さん、水野和吉さん、駒田洋平さんの７名
で務めさせていただきます。
今年度の例会運営は歴史ある江南ロータリークラブ
のスタイルを引き継いで参ります。会員、来訪者にとっ
て、有意義な時間を共有できる例会運営に努めていき
たいと思っています。
食事は昨年と同じく末広さん、増美さんにお願いしてあ
り、季節感のある料理を提供して頂く予定です。予算が
厳しい状況で、無駄のない食事発注をしていきたいと
思いますので、事前に欠席が分かっている方は連絡し
てください。受付に欠席連絡表を用意しますのでご記
入をお願いします。席については自由にお座り頂いて
おりますが、奇数月の第２回目の例会をクジにして、会
員の交流を深めて頂く配慮をしていきます。食事中は
BGM をお流しします。リクエストの曲があれば是非お
知らせ下さい。
会員の皆様方の温かいご理解とご協力を賜って、例
会を運営していきたいと思いますので、よろしくお願い
申し上げます。
職業奉仕委員会 木本 寛君

職業奉仕委員会委員長の木本寛でございます。吉村さ
ん、濱島さんとご一緒に今年度職業奉仕委員会の計
画を実施します。
当委員会では、職業奉仕活動を主に行うということです
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が、今年度のガバナー方針が「あなたの街でロータリ
子供と家族・若者応援団体表彰 内閣総
ーを、あなたの街からロータリーを」であり、奉仕の理
理大臣賞を受賞
念を活動の原点である街、地域、生活圏、クラブでしっ 過去の実績： 本事業は昨年、古知野中学校と子ども
かり学んで行こうということであります。
と文化の森にて実施実績があり、今回２
そこで、クラブフォーラム職場訪問として、来年１月３１
回目の取り組みに対し、ロータリークラブ
日に地元の愛知県弁護士会一宮支部、名古屋地方裁
が協力する。
判所一宮支部を訪問することとしました。できれば裁判 ２．木曽川左岸流域清掃活動（川とクリーン大作戦）に
所の法廷傍聴も行いたいと思います。
協力
このように弁護士の活動の原点である弁護士会、裁判
１０月予定 （例年通り）
所を職場訪問として行うことにより、職業奉仕の理念を ３．障がい者スポーツ大会に協賛
学ぶ機会となれば幸いであり、そのことが片平会長の
江南市 ９月予定 （例年通り）
基本方針～私たちの「まち」でロータリーを！～に沿う
大口町 ６月予定 （例年通り）
ものになるよう努めたいと思います。
国際奉仕委員会 岩田 進市君
今年度よろしくお願いします。
社会奉仕委員会 中村 耕司君

本年度、国際奉仕委員長を務めさせていただきます
岩田進市です。副委員長の森弘好さん、そして堀尾庄
委員長：中村耕司 副委員長：堀尾庄一
一さんの3人で活動をしてまいりますので、どうぞ一年
メンバー：伊藤鶴吉 猪子明
間宜しくお願いします。
会長スローガン
本年度の計画要項としましては、昨年と同様
「一隅を照らす」 ～私たちの「まち」でロータリーを！～
１．江南市及び大口町の国際交流協会と連携を強め、
を達成しるべく、下記３事業を実施する。
地区への諸活動への会員の参加を増進する。
１．メイン事業（地区補助金事業）
２．国際奉仕の意識と理解に務め、RI補助金、地区補
テーマ
： 「いのちについて考える ～生命誕生、
助金の活用を研究・啓発する。
そしてつながり～」
３．第6回ワールドフード＋ふれ愛フェスタへの参加。
開催日時 ： １０月３１日 水曜日 １４時から１６時
月別計画としましては、７月と１月にインフォーマル・
場所
： 江南市立古知野中学校 体育館
ディスカッション・ミーティングを行い、８月には江南市
対象生徒 ： 中学２年生
活動内容 ： 思春期を迎えた中学生を対象に、ロータ 国際交流フェスティバルへの参加、１０月には第６回ワ
リアンが助産師等と共に胎児人形を使っ ールドフード＋ふれ愛フェスタへの参加となります。
江南市の国際交流協会との連携をはかり、国際奉仕
て生命（いのち）の授業を行う。
目的
： 家族に愛され育てられた記憶を呼び起こ について学んでいきたいと思います。どうか一年間宜し
くお願いいたします。
し生命の重みや大切さを実感すること
Ｒ財団委員会 沢田 昌久君
で、自身の尊さを再認識し友人を認め助
け合う心を育み、限られたいのちを大切
にする意識を高め、有意義な人生を歩
む一助とする。
例会
： １２：３０～１３：１０ 商工会議所別館
２階会議室にて例会 ＆ 食事スタイル
協力団体 ： 特定非営利活動法人子どもと文化の森
（大口町）
受賞歴 愛知県知事より児童福祉功労
団体として表彰
社団法人愛知県看護協会より功労団体
として表彰
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米山奨学会委員会 松井 智義君 江南ローターアクトクラブは、40 年ほどの歴史のあるク
代読 杉浦 賢二君 ラブでございますので、多くの OB/OG の方を輩出して
おります。
歴史が長い分、OB/OG の追跡が大変困難でありまし
て、結局は、人かい戦術で行うしかありません。当クラ
ブには、幸いにも、初代ローターアクトクラブ会長の、川
崎良一直前会長が、お見えになられて、川崎さんには
初期の頃の OB/OG にお声がけ頂いて、中期頃
OB/OG には、杦本哲一君もローターアクトクラブ卒業
者でしたので御願いをしております。
そして、一番参加者の多いとおもわれる、直近から 15
年程度までの、OB/OG の方のお声がけは倉知正憲様
のお嬢様の河合あゆみさんに御願いをしております。
子育ての忙しい中、快くお受けいただいて感謝しており
ます
今年度の米山奨学委員会のメンバーは、私 松井と岩 今までの彼らの労をねぎらいながら、思い出話をして、
この江南ローターアクトクラブで学んだ事、感じた事が
井さんと杉浦さんの３名です。
今期は、米山奨学生を受け入れていませんが、地区 彼らにとって人生の糧になればとおもいます。
に山田先生が出向してみえるので、色んな情報を提供 当クラブと致しましても、提唱クラブであったことも考え
してもらい協力しあい頑張って行く所存ですので、皆様 ますと、一人でも多くのメンバーのかたに参加して頂け
れば幸いでございます。以上でございます。
何卒ご協力お願い致します。
※卓話Youtube動画
青少年奉仕委員会 大池 武徳君
本日の食事

本年度、青少年奉仕委員長を仰せつかります、大池で
す。
計画要項・月別計画・予算は、クラブ計画書をご確認く
ださい。
本年度は、皆様ご承知おきのとおり、昨年度まで存続
しておりました、江南ローターアクトクラブが幕を閉じま
したので、今年の計画書は、例年と比べますと、変更
点が多くございます。
江南市民祭りへの参加です。
例年、江南ローターアクトクラブが行っていた、チャリテ
ィーバザーを計画しておりますので、メンバーの皆さま 点鐘
には、バザー品のご協力とともに、当日のお手伝いも
御願いいたします。又、社会奉仕委員会の地区補助金
事業のサポートもおこないます。それから、この計画書
には記載してありませんが、先程、委員会報告でも
説明させて頂きましたが 8 月 5 日に、江南ローターア
クトクラブの解散式を、行う計画をしております。
詳細につきましては、出席確認を回覧にて回しておりま
すのでご確認いただければ幸いです。
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会長

片平 博己君

（担当 長瀬 晴義）

