
                                                                         

 

本日の例会（第１５６８回） １１／１３（水） 

◆卓話紹介会員 宇都木 寧 会長 

◆スピーカー 公益財団法人日本水泳連盟理事 

愛知水泳連盟会長 

                箕輪田 晃様 

◆題    名 2020 東京オリンピックに向けて 

次回の例会（第１５６９回）  １１／２０（水） 

◆スピーカー 会 員 橫井  登君 

◆題    名 創立 33年のなかで 

第１５６７回例会記録      １１／６（水）晴 

◆司    会 遠藤 友彦君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆来訪者紹介 名古屋 RC 中北 智久君 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1565 回例会 

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  4名中 

出席会員数  27名  MAKE UP  4名 

出 席 率  72.97％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 

会  長  宇都木 寧 

すっかり秋らしくなりまし

た。霜月の名のとおり、霜が

降りる日も近いと思います。

自宅の周囲も八割方稲刈りが

終わり、いよいよ収穫の季節

です。 

 この時期の行楽地も紅葉が真っ盛りです。霜葉は四月の花よ

りも紅なりの言葉のとおり、人々の目を楽しませてくれていま

す。 

 

 

さて、私ごとながら、この三連休の中日、突然山に行きたく

なり、出かけました。目的地は、根の平峠、杉峠、旧千種街道

です。平安の昔より鈴鹿越えの道として利用され、往古には、

蓮如上人が比叡山の僧兵におわれ、峠を越したと言われ、街道

沿いには、上人が隠れ住んだと言われる炭焼き窯・楢の木の巨

木の並木道も残っております。出発地の朝明から目的地の甲津

畑まで二十キロ弱、7時間弱の旅でした。街道といっても、今

は完全な山道であり、根の平峠から愛知川の上流までに二人、

それから杉峠から目的地に到着する午後４時頃までは、会う人

もいない寂れた道でした。往古、茶屋もあり、鉱山の飯場もあ

り、遊芸の人々・行商人・曰く付きの人物等が行き交った街道

の面影は全くありません。この道は、信長が杉谷善住坊により

狙撃された街道としても歴史的に有名ですが、このような難儀

な道で狙撃された信長の気持ちがよくわかりました。怒りは消

えなかったと思います。また、歩いて初めて気がつきましたが、

伊勢と近江は、おおよそ一日の行程です。早朝に菰野を出れば、

健脚ならば、日の暮れる前に永源寺に着くことは可能であると

いうことです。車ではなく、人の足という尺度によれば、また

違った交通図と人の繋がりが見えてくる不思議さを感じまし

た。物事の尺度を少し変えることにより、また新たに見えるも

のがあるという趣旨で、会長挨拶にかえさせていただきます。 

幹  事  報  告  

1.来る 12 月 4 日(水)はクラブ年次総会となっております。次

年度の理事役員を選出する大事な日ですので、ご欠席のない

ようお願い致します。 

2.今月はロータリー財団月間です。後程月間に因みまして、横

田ロータリー財団委員長より卓話をしていただきます。 

3.会員の尾関正一君並びに故尾関淑子様(尾関正一君ご夫人様)

が米山記念奨学会へ 10 万円寄附されましたので、お知らせ

致します。 

4.下半期の行事予定表を同封致しましたので、よろしくお願い

致します。 
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5.「2014 年シドニー国際大会参加に関するアンケート」を同

封致しましたので、11月 15日(金)までにご提出下さい。 

6.来る 12 月 14 日(土)の家族忘年会のご案内及び出欠票を同

封致しましたので、11月 20日(水)までにご提出下さい。尚、

12月 11日(水)の例会を変更して行いますので、お間違えの

ないようお願い致します。 

7.ロータリー財団への寄付申込書の締め切りは本日までとなっ

ておりますので、よろしくお願い致します。尚、ご回答頂き 

ました方には、送金のご案内を同封致しましたので、よろし

くお願い致します。尚、レートの関係上、送金は 11 月 22

日(金)までにお願い致します。 

8.会員の梅村美知容さんの所属委員会は、ロータリー情報・プ

ログラム委員会の委員と決まりましたので、お知らせ致しま

す。 

委 員 会 報 告 

・家族忘年会のご案内 

（幹事    古川 康司） 

・国際大会のご案内 

（国際奉仕委員長    北村 紀子） 

卓  話 

ロータリー財団月間に際して 

ロータリー財団委員会 

委員長   横田  徳久 

11 月はロータリー財団月

間です。 

2013 年度から 2014 年

度より新補助金制度、即ち未

来の夢計画年度に入りました。 

資金配分として地区での 3 年前の年次基金と恒久基金の収

益の 50％が D.D.F.（地区財団活動資金）に、50％がW.F.（国

際財団活動資金）になります。 

地区やクラブは新地区補助金とグローバル補助金の 2 種類

の新補助金制度を通じ、地区や海外での奉仕活動を支援するこ

とが出来ます。 

 新地区補助金は地区として年に一度D.D.F.の50％までを

申請することが出来、比較的短期な活動に使用出来ます。 

 グローバル補助金とパッケージ・グランドは 6 つの重点

分野に関連した比較的大きな長期的な複数年度にまたが

る持続可能なプロジェクトに可能です。従来の G.S.E.や国

際親善奨学金制度はこれに含まれています。なお、平和フ

ェローシップやポリオ・プラスは従来のままです。 

 

 夢計画で変わったことは、 

イ) 従来は地区での活動資金は D.D.F.の 20％まででし

たが、夢計画では D.D.F.の 50％まで増額されたこ

とです。 

ロ) 地区に裁量が委託されたことです。→ 地区での資金

管理の委託。 

ハ) クラブの申請化が簡素化されたことです。 

 名北ロータリーの皆様へ、夢計画年度に際して、寄附も引

き続きよろしくお願いします。新補助金制度を活用し、新

しいプロジェクトへの挑戦・参加をご期待申し上げます。

目標するプロジェクトがなければ、地区の国際奉仕へのプ

ロジェクトの参加へと思います。 

 

誕 生 日 

11/  1 入江由希子さん     11/ 20 岩田  滿治君 

11/ 26 渡邉  泰彬君 

11/ 10 加藤あつこさんご主人 11/ 18 足立陽一郎君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

11/  8 柴山  利彌君      11/ 10  横井    登君 

11/ 12 松岡  三明君         11/ 18  北村  紀子さん 

11/ 23 小關  敏光君         11/ 30  古川  康司君 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

渡邉 泰彬君 

75 歳の誕生日を祝っていただきます。 

梅村美知容さん 

フードフェスタ 五一 出店させていただきました。 

ありがとうございます。 

入江由希子さん 

お誕生日を祝っていただいて。 

【結婚記念日を祝っていただいて。】 

古川  康司君 柴山  利彌君   

【横田先生、本日の卓話よろしくお願いします。】 

宇都木  寧君 足立陽一郎君 北村紀子さん 伊藤  晋一君 

遠藤  友彦君 木村  雅一君 尾関  正一君 横井  尚啓君 

岩田  滿治君 梅田    渉君 尾關實津成君 梶川  久雄君 

石黒    勉君 西脇  多吉君 星川  直志君 加藤あつこさん 

近藤    朗君 

 

赤崎  守弘君 

 

阿部  美男君 

 

香田  研二君 

 

 


