
                                                               

本日の例会（第１７５５回）     １１／１（水） 
《ロータリー財団月間卓話》 

◆卓話紹介会員  ロータリー財団委員長 西脇 多吉君 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760 地区ポリオプラス/職業研修委員会 

      委員長 加藤 浩一様 

◆題  名  「ロータリー財団 次の 100 年に向けて」 

 

次回の例会（第１７５６回）     １１／８（水） 
◆２RC（半田南・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

（時間：午後 6 時００分から 会場：志ら玉） 

 

第１７５４回例会記録    １０／２５（水）雨 
◆司   会 平子 明資君 

◆斉   唱 RS・日も風も星も 

◆ゲスト紹介 国際ロータリー第 2760 地区社会奉仕委員会 

       委員長 杉浦 文雄様 

       副委員長 塩谷 和久様 

◆来訪者受付 一宮北ＲＣ 渡辺 元男君  

         

出 席 報 告 
会 員 数  ３４名  前々回訂正  17５２回例会 

欠席会員数  12名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  22名  MAKE UP  １名 

出 席 率  64.71％  出席率訂正  92.86％ 

                 

会  長  挨  拶 

会長 加藤 あつこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま こんにちは 本日は、社会奉仕月間に因んだ卓話をして

頂くために 国際ロータリー２７６０地区 社会奉仕委員会 委

員長 杉浦文雄様（刈谷ＲＣ）。副委員長 塩谷和久様 （名古屋

中ＲＣ）。にご来訪頂きました。杉浦様、塩谷様におかれましたは、

お忙しい中 お越しくださり 誠にありがとうございます。会員

一同 心より 歓迎申し上げます。本日は よろしくお願い申し

上げます。さて 先日の 14日のWFF では、曇りや雨の中 賑や

かに開催されました。国際奉仕委員長の星川さん、親睦活動委員

長の加島さん、そして、杉浦幹事さんのご尽力で、皆さまのご芳

志の チケットの有効活用ができました。ありがとうございまし

た。本日は、購入した東北のお酒をプレゼント致します。昨日は、

杉浦幹事さんと半田南 RC に行ってきました。心温まるおもてな

しを頂きました。半田南 RCの国際奉仕活動、社会奉仕活動を伺

ってまいりました。とても有意義な例会に参加できました。 

また 11 月 8 日は両クラブの合同例会です。名北 RC 会員全員

でおもてなしし、歓迎したいと思います。よろしくお願い申し上

げます。 

さて、今日は、ピチピチの 100 歳へ のお話をいたします。90

年代、長寿で時の人となった「きんさんぎんさん」こと成田きん

さん、蟹江ぎんさん姉妹。その血を継ぐぎんさんの五女・蟹江美

根代さんは 93 歳ですが、今でも自転車で買い物に行けるほど健

康です。母・ぎんさんに劣らぬ健康長寿の秘訣の 1 つに、スペル

ミジンという物質が関係しているようです。スペルミジンは、細

胞分裂を助け、細胞の状態を正常に保つ働きを持つ、ポリアミン

と呼ばれる物質の 1 つです。生まれた時から細胞内に存在し、そ

の量は歳をとるにつれて減っていくことが確認されています。老

化の原因は細胞の劣化が原因ですので、細胞の寿命を延ばす事が

長寿につながります。スペルミジンには、日本人の死因の 6 割を

占める「がん」、「心疾患」、「脳疾患」を予防する効果が期待され

ています。蟹江さんの腸にはスペルミジンの量が平均の約 2 倍も

あることが確認されており、効果のある可能性は高いと思います。

健康長寿の特効薬になりそうなスペルミジン、その摂取は難しく

ありません。大豆・きのこ・チーズ・醤油・味噌・鶏肉等に多く

含まれ、特に納豆は良いそうです。皆さまも健康長寿のためにス

ペルミジンを多く含む食事を意識されてみてはいかがでしょう

か？ 

10 月 25 日 今日は何の日です。 

1637 年：島原の乱。 

1944 年：神風特攻隊、レイテ沖海戦で初出撃 

1991 年：リサイクル法施行 

1825 年：生まれた日も死んだ日も同じだった大作曲家がいます。 

この日、ウイーンで生まれたのが、「美しく青きドナウ」で知られ

る“ワルツ王“「ヨハン・シュトラウス二世。」 

13 年後の 1838 年：の同じ日に生まれた もう一人の作曲家は、

「カルメン」で知られるジョルジュ・ビゼー。 

さて この 2 人のもう一つの共通点は、死亡した日付も同じ日だ

と いうこと。ビゼーが 1875 年 6月 3 日 40 歳。シュトラウ

スは 1899 年の 6 月 3日 74 歳で亡くなった。 

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

愛 

～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．１７ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



  

幹 事 報 告 

１．今月は、経済と地域社会の発展月間です。本日は、国際ロータ

リー第２７６０地区社会奉仕委員会 委員長     杉浦 文雄

様、副委員長 塩谷 和久様をお招きしております。後程月間に因

みまして卓話をして頂きますので、よろしくお願いいたします。 

２．ロータリー財団への寄付申込書、半田南ＲＣとの合同夜間例会

及び懇親会の出欠票のご提出がまだの方は、早急によろしくお願い

いたします。 

３．来る１２月９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１７日（金）までにご提出ください。尚、

１２月６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。   

4．平成３０年３月２４日（土）、２５日(日)開催の第２６回ＲＹＬ

Ａセミナーについて、地区より、受講生として高校生から３０歳ま

での青少年２名以上の推薦・登録の依頼が来ております。推薦をし

ていただける場合は、１１月１５日（水）までに事務局までご連絡

下さい。             

委 員 会 報 告 

・家族忘年会のご案内     

（ＳＡＡ／会場設営委員長 岩田  滿治） 

 

ご  案  内 

・「ボジョレ・ヌーボワイン＆ディナーの会」について 

・杉浦豊幸カルテットライブについて 

（世話人 渡邉  泰彬） 

 

卓話  

「地区内の各ロータリークラブの社会奉仕事業の状況」 

国際ロータリー第 2760 地区社会奉仕委員会  
委 員 長 杉浦 文雄様 

           副委員長 塩谷 和久様 
 

 

 

 

 

 

委員長 杉浦 文雄様 

社会奉仕月間にあたり卓話の機会をいただきありがとうございま

す。 

現在地区社会奉仕委員会は 14 名のメンバーにて活動をしており

ます。主に定期的な委員会の開催と年 2 回の委員長会議の開催があ 

 

りますがそのほかにもWFFの運営協力、国際奉仕委員会と共同でラ

オスの国際奉仕活動などもあります。 

また社会奉仕委員会の中に伝統的に引き継がれてます、環境保全

活動 RCC 活動もそれぞれの担当副委員長を配し活動があります。 

さて地区内の各ロータリークラブの社会奉仕活動の状況ですが 

年 2 回の委員長会議、特に 2回目開催でわ各ロータリークラブの

社会奉仕委員長の皆様からその年度の活動報告をいただきそれをま

とめたものをデータ化して配布もさせていただいております。 

また委員会内で特に参考になる事業につきましてわそれを選び委 

 

員長会議の場で発表をお願いしております。 

社会奉仕活動はほとんどのロータリークラブで活動があり、クラ

ブによっては 3～4 事業もされてるところもあります、また環境保

全活動も地区内で20事業ほどは毎年ありますしRCC活動も20事

業近くあります。 

今回の地区大会では、特にガバナーからの依頼もありまして RCC

事業の紹介もさせていただきます。ぜひご覧頂けたらと思います。 

また、本日社会奉仕担当副委員長の塩谷の方から愛知県の防災局

の情報を少し紹介させていただきますが、今後、各ロータリークラ

ブの中でも防災に関する社会奉仕活動が活発になってきております。

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

副委員長 塩谷 和久様 

 

 

二 コ ボ ッ ク ス 
国際ロータリー第 2760 地区社会奉仕委員会  

委員長 杉浦 文雄様 

本日卓話を担当させていただきます。よろしくお願いいたします 

国際ロータリー第 2760 地区社会奉仕委員会  

副委員長 塩谷 和久様 

本日卓話をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い致しま

す。 

【２１号台風一過、皆様何事もなく良かったです。本日は社会奉仕

月間卓話に因んで、委員長 杉浦様、副委員長 塩谷様 ようこそ

おこし下さいました。よろしくお願い申し上げます。】 

 

 

 

 

加藤あつこさん 尾関 正一君 平子 明資君 玉置 正樹君 

梶川 久雄君 杉浦 定文君 渡邉  泰彬君 岩田  滿治君 

西脇 良一君 横井  登君 近藤  朗君 北村紀子さん 

足立陽一郎君 柴山  利彌君 阿部 美男君 入江由希子さん 

西脇 多吉君 小關 敏光君 石黒  勉君 木村 雅一君 

 


