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本日の例会 （第１９１８回）　　  ３／９ 　　（水）

次回の例会 （第１９１９回）　 　    ３／２３  　　（水） 

司　　　会　 柴山　利彌君

斉　    唱 　　国家／君が代　ＲＳ／奉仕の理想

来 訪 者   国際ロータリー第２７６０地区　国際奉仕委員会

　　　　　　　 委 員 長　鈴村　與左衛門 様

　　　　　　　　副委員長　尾本　和弘 様   

第１９１７回例会記録　     ３／２ （水）　　晴　

【会員卓話】　祖父江　佳乃さん　　

６ＲＣ合同例会を開催します。

時       間　 １２ ： ３０～１３ ： ３０ （受付１１ ： ３０～）

場      所　 名古屋マリオットアソシアホテル

                           １６Ｆ 「タワーズボールルーム」　　　

例　会　報　告

会長　香田　研二

会員数 　　　　　　 ３３名　　 前々回訂正　 　　 １９１５例会

欠席会員数 　　　　７名　 　欠席会員 　     　　 　　５名中

出席会員数       ２６名　　MAKE UP　 　         ２名

出席率 　　　 ７８.７９％　  　出席率訂正    　　 　９０.３２％

出　席　報　告

会　長　挨　拶

　本日は国際ロータリー第２７６０地区国際奉仕委員会委員長　鈴村

興左衛門様　同副委員長　尾本和弘様をお迎えし、 「水と衛生月

間」 卓話を頂きます。

鈴村様　尾本様よろしくお願いいたします。

　さて、 ２月 「「平和構築と紛争予防月間」 でしたが非常に残念

なことにロシアのウクライナ侵攻が現実のものとなりました。

プーチン大統領の 「力での現状変更の暴挙」 を最大限の言葉を

もってして非難し一刻も早い平和的な解決を望みます。

ここで国際ロータリー 「ウクライナ情勢に関する国際ロータリーから

の声明」 を読み上げます。

　ウクライナと世界の人びとにとって、 痛ましく悲惨な状況となって

います。

ロータリーは、 ウクライナにおける状況悪化と、 人命の喪失および

人道的苦難が深刻化していることを深く懸念しています。

ウクライナに対する軍事行動が続けば、地域の荒廃を招くだけでな

く、 欧州と世界にも悲惨な結果が広がる恐れがあります。

世界最大の人道支援団体の一つとして、 ロータリーは 「平和」 を

世界的使命の礎としてきました。

私たちは、 国際社会とともに即座の停戦、 ロシア軍の撤退、 およ

び対話を通じた対立解決のための外交努力の再開を求めます。

過去１０年間、 ウクライナ、ロシア、 および近隣諸国のロータリーク

ラブは、 国の違いを超えて、 親善を推進し、 戦争や暴力の被害

者への支援を先導する平和構築プロジェクトに積極的に取り組ん

できました。

私たちは今、この悲劇的な出来事に直面しているウクライナのロー

タリー会員や人びとのために祈ります。

国際ロータリーは、 救援物資や支援を提供し、 ウクライナ地域に

平和をもたらすために全力を尽くします。 　　　　　　２５-Ｆｅｂ-２０２２

鈴村委員長によるとウクライナ首都キエフには１２のロータリークラブ

が有るそうです。

また、 ロシアのモスクワ、 中国の北京 ・ 上海にもロータリークラブ

が存在するようです。

重複しますが、 力にる現状変更ではなく秩序有る平和的な解決を

切望いたします。

会　議　予　定

４月２０日 （水）　第１０回理事会

　　　　　　　　　　 新旧理事役員委員長引き継ぎ会議

５月１１日 （水）　次期理事役員委員長会議

５月２５日 （水）　 第１１回理事会

　

創　 立 　昭和５６年３月４日　　　　　　　　　　　　　　　例会場　 名古屋東急ホテル　中区栄４丁目６番８号 　　TEL（０５２）２５２-８６５８　　　　　　　　　

例会日 　毎週水曜日　１２ ： ３０～１３ ： ３０            事務局　 名古屋市中区栄４丁目６-３岡崎ビル北館２A TEL　（０５２）２５３-９０７５ 



月　間　卓　話

国際ロータリー第２７６０地区

　　　　国際奉仕委員会　委員長　鈴村　與左衛門

　皆さまこんにちは 「あまＲＣ」 所属、 地区国際奉仕委員長の鈴

村與左衛門です。 今月は 「水と衛生」 です。

地区有志クラブで行ったラオスでの奉仕活動を説明します。

現在、 国際奉仕に関しては大変な時期、 ハードルの高い奉仕活

動です。 「行けない、 出来ない」 なかコロナ禍で出来ないとは言

っておりません、 地区でやる行事もたくさん行っています。

　昨年度はグローバル補助金事業を始め３事業を行いました。

地区国際奉仕委員会は地区内８４クラブに情報を提供する役割で

す。 「ロータリーでは一クラブで無く二クラブでやりなさい」 のガバ

ナー方針がございました。

　皆さんこんにちは地区国際奉仕委員会の副委員長の尾本です。

卓話にお招きいただきありがとうございます、 名古屋東南ＲＣに所

属しています。

　今月は 「水と衛生月間です。 ５０年程前の映画で 「アラビアのロ

レンス」 を見た事があると思いますが、 ロータリーを知らなければ

ラクダに乗り迫力のある戦争シーンでしたが、ビトゥインの地で他民

族が勝手に井戸から 「水」 を飲むと撃ち殺されるシーンが有ります。

ロータリー会員は、 世界で最も支援が必要とされる人道的ニーズ

は何かを考え、 長期的な変化をもたらすために、 特に７つの分野

に重点を置いて活動しています。

どれを取っても 「水」 は疾病予防、 母子の健康、 地域経済の発

展につながります。

特に 「水汲み」 は子どもたちの家事の重要な仕事です、 このため

に学校に行けない子どもたちがいます。

井戸、 簡易水道があれば子どもたちは学校に行き 「基本的教育

と識字率向上」 が望めます。

ふんだんな水で手洗いができコロナ禍での予防が出来ます。

　地区国際奉仕委員会では賛同いただいた地区内クラブと共同

事業として今年度もラオスで簡易水道事業を行っています。

鈴村委員長の １０年近いラオスでの奉仕実績から沓名ガバナーの

「カーボンゼロ」 活動で 「植林」 事業での必要とする土地をビエン

チャン県から長期に借地許可が出ました。

「学校林 ・ 果樹」 を１ヘクタール、「植林」 ２ｈａ（最大５ｈａ可能）の

事業を行います。

３０年以上成長にかかる家具木材、チークなどの樹木、定期的に山

の管理を目的に成長の早いマテウ木、これは炭に使用する木です。

これは日本に輸出される備長炭に似ています。

この事業は１ｈａ当たり３０万円が必要です。

国際ロータリー第２７６０地区

　　　　国際奉仕委員会　副委員長　尾本　和弘

「水と衛生月間卓話」

幹　事　報　告

１. 来る４月２６日 （火） は、 ４月２７日 （水） の例会を変更して、 名

　　古屋錦ＲＣとの合同夜間例会及び懇親会が開催されます。

　 　本日出欠票を同封させていただきました。

　 ３月２３日 （水） までにご提出をお願い致します。

   日　 時　 ４月２６日 （火） 

   受   付　 １８ ： ００～　　　　　

   例   会　 １８ ： ３０～１９ ： ００

   懇親会　 １９ ： ００～２０ ： ３０頃

   場 　所　 名古屋ガーデンパレス　３階 「栄の間」

　名古屋市中区錦３－１１－１３　ＴＥＬ（０５２） ９５７－１０２２　

２. 来る４月２０日 （水） の新旧理事役員委員長引き継ぎ会議のご

　　案内を同封致しました。 回答及び申し送り事項の締め切りは、４

　　月６日 （水） までとなっておりますので、 宜しくお願い致します。

３. ２０２２-２３年度理事役員委員会名簿を同封致しましたので、よろ

　　しくお願い致します。

４. 次週３月１６日（水） は定款第６条第１節Ｃ項により休会となります。

　　従いまして、 次回例会は３月２３日 （水） です。

５. 次回例会３月２３日 （水） は、 ６ＲＣ合同例会となっております。

　　お間違えのないようよろしくお願い致します。

　 時 間　１２ ： ３０～１３ ： ３０ （受付１１ ： ３０～）

   場 所　名古屋マリオットアソシアホテル 

　　　　　　１６ Ｆ 「タワーズボールルーム」

ロータリーファミリーからの情報を得ながら国際奉仕を現在進めて

います。 特に米山学友は外国から来ていますので沢山情報を持っ

ています。 ここ２年間クラブ委員長会議も出来ず、 海外での奉仕

活動も出来ず感動を味わうことが出来ませんでした。

　今年度は沓名ガバナーの進める 「カーボンゼロ」 をラオスで植

林事業をします。

名古屋名北さんもご協力を頂き地区内クラブと共同事業に参加を

お願いします。



第５７代北警察署長　　

　　　　　　　　　甲斐　誉司

【春到来。 皆様、 花粉症お気を付け下さい】

香田　研二君 　梅村　　篤君　 西村　  努君　 鈴村與左衛門様

平子 明資君　 梶川 久雄君　　渡邉 泰彬君　尾關 實津成君

尾本 博和君 　岩田 滿治君　 杉浦 定文君　 足立 陽一郎君　

柴山 利彌君　 玉置 正樹君　 伊藤 晋一君　 宇佐美太郎君　

中野愛弓さん　 塚本　　隆君　 中島 宗幸君　 祖父江佳乃さん　

　林　 　　功君　 吉村知紗さん　 加島　　光君　 加藤あつこさん　

近藤　　朗君　　入江由希子さん　 　　　　　　　　　　　

尾関　正一君　 結婚記念日ありがとうございます。

優良警察官表彰

３月２日（水）愛知県北警察署にて優良警察官の方へ感謝状 ・記

念品の贈呈式が執り行われました。

香田会長、加島幹事、祖父江社会奉仕委員長がご出席されました。

警部補　　　　　  　森　 　寛能　様

警部補　　　　　  　木之村　修　様

巡査部長　　　　  　山田　義将　様

優 良 警 察 官

ニコボックス

　貴クラブの皆様方におかれましては、社会奉仕という崇高な理念

のもと各種奉仕活動に取り組んでおられますことに敬意を表するも

のです。また、日頃より警察行政各般にわたりご支援を賜り厚くお礼

を申し上げます。

　さて、 令和３年中の愛知県下の交通事故や犯罪発生につきまし

ては、 ともに減少傾向が続き、 とくに交通事故死者数は、 全国的

にも５年連続で最少を更新し、 愛知県下では統計を取り始めてか

ら最少となる１１７人となりました。

　しかしながら、 北区内では交通死亡事故が約３年ぶりに発生した

ことにより２人の尊い人命が失われ、 刑法犯認知件数も増加に転

じる結果となりました。

　とくに、北区内では高齢者を対象とする特殊詐欺被害が ３５件発

生し、その被害額も５千万円を超えるという危機的な状況となりまし

たことから、 特殊詐欺対策防止電話機の普及やＡＴＭでの携帯

電話使用自粛の啓発、 街頭防犯カメラの設置など被害防止や検

挙活動に積極的に取り組んでまいります。

　また、「高齢者 ・ 歩行者 ・ 自転車 ・ 交差点」 を柱とする交通安

全教育や指導取締等を行い、 これ以上死亡事故を発生させない

ための交通事故抑止対策を進めてまいります。

　なお、 当署独自の取組として、 自転車事故に遭った際、 頭部

への重傷化リスクを低減させ、 また多発する自転車の無施錠盗難

被害を防止するため、 自転車に乗るときは条例で着用が努力義

務化されたヘルメットを 「かぶる」、 自転車をとめる時はかぎを 「か

ける」 という交通安全と盗難防止を一体にした自転車マナー向上

運動を推進中です。

　コロナ禍で先の見えない中ですが、 高い志を持つロータリアンの

皆様方には、 昨年同様、安心して暮らせる安全な愛知そして北区

の確立のため、 ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ロータリー会員は、 世界で最も支援が必要とされる人道的ニーズ

は何かを考え、 長期的な変化をもたらすために、 特に７つの分野

に重点を置いて活動しています。

土地を分割して個々のクラブ事業にもできます。

一緒にラオスで奉仕活動をしませんか？

● 平和と紛争予防／紛争解決

● 疾病予防と治療

● 水と衛生

● 母子の健康

● 基本的教育と識字率向上

● 経済と地域社会の発展


