
                                                               

本日の例会（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。 

次回の例会（第１７５７回）    １１／１５（水） 
《地区委員報告》 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760 地区国際奉仕委員会 

      委員 加島 光君 

第１７５５回例会記録    １１／１（水）晴れ 
◆司   会 斉藤 裕也君 

◆斉   唱 君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 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 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  17５３回例会 

欠席会員数  11 名  欠 席 会 員  8 名中 

出席会員数  24 名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  68.57％  出席率訂正  73.91％ 

                 

会  長  挨  拶 

会長 加藤 あつこ 
皆さま こんにちは すっかり 秋

のすがすがしい 今日この頃です。 

２週間続いた大型台風に心配しまし

たが、これから 菊の香り、紅葉の

紅葉が楽しみです。 

さて １１月は、ロータリー財団月間です。本日は、月間に因みまして

国際ロータリー第 2760 地区より ポリオ・プラス/ 職業研修チーム

委員会 委員長の加藤 浩一様（犬山 RC 所属）にご来訪頂きました。 

加藤様におかれましては、お忙しい中 お越しくださり ありがとうご

ざいます。会員一同 感謝申し上げます。また 「ロータリー財団 次

の 100 年にむけて」と題して卓話を頂戴いたします。 よろしく お

願い申し上げます。 

本日は、嬉しい 新入会員の 入会式がございます。塚本 隆 さん よ

ろしく お願いいたします。 

さて 本日は のどを鍛えて 健康も 人と人との結びつきも深く、太

く 強く なるというお話をしたいと思います。 

最近は、急に秋が深まってきました。季節の変わり目になると、気温の

変化から どうしても体調を崩しやすくなってしまいます。人によって

症状は異なりますが、風邪の引き始めの特徴として、のどに違和感を覚

える方が多いのではないでしょうか。のどが弱いと、空気が乾燥してい

る場所に居るだけでも すぐ痛くなってしまったり、声が枯れてしまう

こともあります。あるいは誤嚥も起しやすくなります。のどの筋肉を鍛

えることは、健康な身体を維持するためにはとても重要で、医師の研究

によると、のどを鍛えるだけで寿命が 10 年伸びるとすら言われている

そうです。また 誤嚥というと、高齢者に多いイメージがありますが、

近年では若年層でも多く見られ、中には 30 代から声帯が細くなってし

まう人もいるといいます。その原因の一つとして、パソコンやスマート

フォン、携帯電話の普及により、メールでのコミュニケーションが増え、

直接会話をすることが少なくなってしまったこと、人間関係の希薄化に

より そもそも大きな声を出す機会が減ってしまったことが挙げられま

す。ここでトレーニング法をご紹介します。まず、「歌を歌うこと」中で

も高い声を出す方が良い。他には、水分を飲み込む際に少量の水分を飲

み込み、その状態を 10 秒キープし、その後 深呼吸すること。あるい

は、舌を出しながら「あいうえお」を発声すること。腹式呼吸を心掛け

ることも、立派なトレーニングになります。のどが鍛えられると口も回

りやすくなり、はっきりとした声を出すことができるようになります。

そうすると人と会話をするのが楽しくなりそうですね。のどを鍛えて健

康になるだけでなく、人と人との結びつきも強くなるのではないでしょ

うか？ 

11 月 1 日今日は何の日 

1893 年：明治座開場式 

1925 年：山手線が環状運転開始 

1928 年：ラジオ体操放送開始 

1946 年：国体始まる 

1949 年：歩行者は右側、車は左側の対面交通実施 

1963 年：新千円札に伊藤博文なる 

1966 年：国立劇場開場 

2004 年：新紙幣流通開始 一万円札が福沢諭吉、五千円札が樋口一葉、

千円札が野口英世 

1993 年：計量記念日：改正された新計量法にちなんで翌年より（経済

産業省） 

1949 年：灯台記念日：日本初の洋式灯台・観音崎灯台の建設（国土交

通省） 

1987 年：本格焼酎の日（日本酒造組合中央会）制定 

11 月 1 日は ワン・ワン・ワン   犬の日   

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 
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～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．１８ 

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、ロータリー財団月間です。本日は、国際ロータリー第

２７６０地区 ポリオプラス／職業研修チーム委員会 委員長 加

藤 浩一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．本日より、塚本 隆（つかもと たかし）君が入会されます。

従いまして、会員数は３５名になりました。所属委員会は、親睦活

動委員会です。後程、入会式を執り行いますのでよろしくお願いい

たします。 

３．米山月間の募金（６８，０００円）を米山記念奨学会へ送付致

しました。ご協力ありがとうございました。 

４．１１月１日よりロータリー適用相場（ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ）が１ドル１１

４円（１０月: １１２円）に変更された旨、国際ロータリー日本事務

局より連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。 

５．ロータリー財団への寄付を１１月支払いでお申し込みいただき

ました方に送金のご案内を同封致しましたので、よろしくお願いし

ます。尚、レートの関係上、送金は１１月２４日（金）までにお願

い致します。 

６．2017-18 年度 RI 国際大会は、２０１８年６月２４日～６月２

７日にカナダ・トロントで開催されます。ご参加をご希望される方

は、１１月２２日（水）までに事務局までご連絡下さい。 

７．次回例会（１１月８日）は、半田南ＲＣとの合同夜間例会及び

懇親会となっております。志ら玉にて、午後５時３０分より受付、

午後６時より例会、引き続き懇親会を行います。会場が変更になっ

ておりますので、お間違えのないようにお願い致します。 

会場：志ら玉   

名古屋市北区上飯田西町２－３６  ℡０５２－９８１－６８６８ 

委 員 会 報 告 

・第 6 回日台ロータリー親善会議のご案内    

（国際奉仕委員会委員長 星川 直志） 

 

－ 塚本
つかもと

 隆
たかし

君が入会 － 
入会式は、足立ロータリー情報委員長が「ロータリーの目的」を

朗読したあと、塚本新入会員が「四つのテスト」を朗読し、ロータ

リアンとしてそれらの遵守を誓約。ついで加藤会長より「ロータリ

ーの目的」、「四つのテスト」、バナーの贈呈並びにエンブレムの装着。

推薦者 杉浦 定文君からの紹介と塚本君より入会挨拶が行われ、

歓迎の拍手で入会式は終了致しました。 

  － 塚本君のプロフィール － 
塚本 隆（つかもと たかし）君（推薦者・杉浦 定文君） 

事業所：株式会社 中部財界フォーラム社 

        名古屋市東区代官町４０番１８号 ALA 代官町ビル５F 

地  位：代表取締役  職業分類：出版 

 

 

 

 

 

 

 

 
入会した塚本君（右より 2 番目） 

 

卓話 

「ロータリー財団 次の 100 年に向けて」 

    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 

日頃より名古屋名北クラブ様におかれましては、ご寄付を通して、

地区財団委員会に多大なるご協力ありがとうございます。本日貴重

なお時間を頂戴いたしまして、財団卓話にやってまいりましたポリ

オプラス/職業研修委員会委員長の加藤 浩一と申します。犬山ロー

タリークラブに所属しております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。私は、昨年も財団卓話で名古屋名北クラブ様にお邪魔させてい

ただきました。昨年と同じお話では皆様方を退屈させてしまいます

ので、今年はもう少し細かいところをお話ししたいと思います。国

際ロータリーにおいて最も大きなテーマでありますポリオについて

お話をさせていただきます。 

 ポリオとは、正式名称を急性灰白髄炎と申します。俗にいう小児

麻痺です。口からウイルスが侵入して、おもに５歳未満の子供に感

染します。症状がでることは稀ですが、いったん症状がでると、回

復は困難です。しかし予防は簡単です。ポリオワクチンを投与すれ

ば、ポリオにはかからないということです。現在まだポリオが残っ

ている国は、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアの３か国

だけとなりました。世界の貧しい国にワクチンを届けようと国際ロ

ータリーは日々ポリオ撲滅活動を展開しております。皆様方のポリ

オへのご寄付が世界中のたくさんの子供たちをポリオの恐怖から救

っていただいております。今後も変わらぬご支援をよろしくお願い

申し上げます。 

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 

11/30 梅村 篤君ご夫人 

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        

二 コ ボ ッ ク ス 
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 

本日、財団卓話をさせていただきます。昨年にひきつづき、本年も

よろしく御願いいたします。 

渡邉  泰彬君 

誕生日を祝っていただきます。 

杉浦 定文君 

本日、友人の塚本君が入会いたします。よろしくお願いいたします。 

【本日は、2760 地区よりポリオプラス/職業研修チーム委員会委

員長の加藤 浩一様にご来訪賜りました。卓話よろしくお願い申し

上げます。新会員 塚本 隆さん、今日から仲良くよろしくお願い

致します。】 

 

加藤あつこさん 足立陽一郎君 塚本  隆君 星川 直志君 

遠藤 友彦君 西脇 良一君 平子 明資君 尾關實津成君 

西脇 多吉君 尾関 正一君 近藤  朗君 柴山  利彌君 

斉藤 裕也君 梅田  渉君 伊藤 晋一君 石黒  勉君 

宇都木 寧君 

加藤 昌之君 

小關 敏光君 阿部 美男君 木村 雅一君 

 


