
ロータアリー財団月間

１１月２３日（金） １１月３０日（金） １２月７日（金） １２月１４日（金）

休会 １１月２２日（木） 理事役員会 11：30 祝福

に例会変更 年次総会 卓話

例

会

予
定

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎
幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川
事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「四つのテスト」

・今月の歌 「紅葉」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・一色ＲＣ交流例会

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

紅葉

秋の夕日に 照る山紅葉

濃いも薄いも 数ある中に

松をいろどる 楓や蔦は

山のふもとの 裾模様

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

本日は、本年度の大きな事業である「サボテ

ンの鉢植え大会」を、ここ、春日井市視福祉セン

ターで行なうことができました。好天に恵まれて、

子供たちと一緒になって、サボテンの鉢植えを行

ないたいと思います。（１１月１１日の中日新聞

近郊版に、福祉のつどいの記事が載りました。そ

の中で、小さな記事でしたが、春日井ロータリー

のサボテン鉢植え大会の記事が載りました。）

この事業は２年前に、社本会長の時に発案され

た計画でしたが、時期がずれたためにおこなわれ

ませんでした。今年は、１２年の初めに計画して、

２０１２年１１月２２日（木）第２１１７回（１１月第４例会）

新地区補助金に申請を行い、地区から、予算の三

分の１をいただくことができました。補助金額は

８万円くらいです。

サボテン鉢植えの計画を春日井市の社会協議会に

持ち込んだところ、当日に事業の許可を得ること

ができました。

この事業を遂行するために多くの方たちにご協

力をいただきました。

鉢植え大会の大きなパートナーは、後藤サボテン

さんです。後藤サボテンさんのご協力が無ければ

できない事業です。篤く、後藤サボテンさんにお

礼を申し上げます。

今回、準備したのは、３００鉢です。なんとか、

参加者の皆さんが持ち帰っていただくように期待

しています。自分が鉢植えをしたサボテンを毎日

見ることにより、育てる喜びが湧いてくると思い

ます。また春日井市のシンボルとしてのサボテン

を毎日見ることにより、春日井市への愛着を持ち、

郷土愛が生まれて来るのではないかと期待してい

ます。（午前と午後に１５０鉢がでればと予想を

していたのですが、午前中の２時間あまりに３０

０鉢が終了しました。そのために、春日井ロータ

リーのメンバーも、慣れない手で、鉢植えを入れ

るカゴを一生懸命に作成しました。鉢植えに参加

された方は、列をなした状態で、春日井ロータリ

ーのテントは盛況でした。）

この事業は、３年は継続したいと、会長エレク

トも計画しています。春日井市の福祉のつどいの

隠れた名物事業になるのではないかと思います。

さて、次週の１４日から私は仕事を兼ねてフィ

リピンを訪問します。そのときに、「あしながおじ

さん」奨学金を直接奨学生に渡してきます。また、

セブ島のセブロータリークラブの例会に訪問して、



春日井ロータリーが２年間に渡って計画していま

す「セブ島の小学校へ水洗トイレの寄贈」の協力

をセブロータリーに依頼に行きます。２週間後の

例会では経過をお知らせできると思います。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

◎例会変更

小 牧 １２月１２日 (水) １２月１５日（土）

ＲＣ 家族会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

津 島 １２月７ (金) １２月８日（土）

ＲＣ 記念講演会の為 文化会館

名 古 屋 東 １２月１０日 (月) １２月１０日（月）18：00

ＲＣ 家族会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

一 宮 北 １２月１４日 (金) １２月１４日（金）12：30

ＲＣ 法要例会の為 高陰寺

一 宮 １２月１３日 (木) １２月１３日（木）

ＲＣ 家族会の為 名鉄犬山ホテル

瀬 戸 １２月１２日 (水) １２月１６日（日）

ＲＣ 家族会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５１名 欠席 29 名 出席率42%

先々週の修正出席 ― ―

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○福祉のつどいサボテン鉢植に参加して。

足立 治夫君 長谷川英輝君 蓮野 美廣君

林 鑛三君 林 憲正君 伊藤 純君

伊藤 一裕君 加藤久仁明君 小島 啓冶君

近藤 太門君 名畑 豊君 成瀬 浩康君

大畑 一久君 志水ひろみ君 清水 勲君

社本 太郎君 峠 テル子君 宅間 秀順君

中島 宗幸君 和田 了司君 屋嘉比良夫君

開会式典 助成金贈呈



ロータアリー財団月間

１１月２２日（木） １１月２３日（金） １１月３０日（金） １２月７日（金）

１１月３０日例会変更 休会 １１月２２日（木） 理事役員会 11：30

一色 RC 例会訪問 に例会変更 年次総会

例

会
予

定 出発 10：00
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会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎
幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川
事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「四つのテスト」

・今月の歌 「紅葉」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・福祉のつどい 補助金 サボテン鉢植

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

紅葉

秋の夕日に 照る山紅葉

濃いも薄いも 数ある中に

松をいろどる 楓や蔦は

山のふもとの 裾模様

先週の記録

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

本日、第４回持ち回り理事役員会を行い、

：古屋 義夫君の入会の承認を得ました。

会員さんの異議申したて期間１０日間が経過しま

したら、入会が決定します。

：同じく塚本兼光会員より出席免除の申請があり

ました。

承認されました。

◎例会変更

愛 知 長 久 手 １１月２７日 (火) １１月２７日（火）

ＲＣ 例会場都合の為 トヨタ博物館

２０１２年１１月１０日（土）第２１１６回（１１月第３例会）

江 南 １１月２２日(木) １１月２２日（木）１９：00

ＲＣ 夜間例会の為 lacasa

名古屋名北 １２月１２日(水) １２月１５日（土）

ＲＣ 家族会の為 ウェスティンナゴヤキャッツスル

一 宮 中 央 １２月１２日(水) １２月１２日（水）18：00

ＲＣ 家族会の為マリオットアソシアホテル

名古屋みなと １１月３０日(水金 １１月３０日（金）18：00

ＲＣ 交流例会の為 マリオットアソシアホテル

◎例会休会のお知らせ

○名古屋葵ＲＣ １１月２９日（木）は休会

◎ビジター紹介 会長 名畑 豊君

○名古屋城北ＲＣ 穂積 良治君

〃 野中 一寿君

○小牧ＲＣ 橋本 晃暢君

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５１名 欠席 15 名 出席率77.2%

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率96%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○ＩＭに参加を。

名古屋城北ＲＣ 穂積 良治君 野中 一寿君

○よろしくお願いします。

小牧ＲＣ 橋本 晃暢君

○９月より体調をくずし 会長、幹事さんのお見

舞を受け有難うございます。 山口 由起君

○卓話：国際奉仕の報告させてもらいます。祝福

ありがとうございます。 長谷川英輝君

○結婚の祝福を有難う。 近藤 太門君



○大変ご無沙汰致しましました。 場々大刀雄君

○英輝君ガンバッテ。 宅間 秀順君

○祝福の皆さんおめでとうございます。長谷川君

の卓話楽しみにしています。

足立 治夫君 磯野 俊雄君 伊藤 一裕君

小川 長君 大橋 完一君 太田 弘道君

岡田 義邦君 加藤久仁明君 加藤 茂君

加藤 宗生君 貴田 永克君 小島 啓冶君

志水ひろみ君 杉山 孝明君 高橋 理恵君

塚本 兼光君 峠 テル子君 名畑 豊君

成瀬 浩康君 野浪 正毅君 林 鑛三君

蓮野 美廣君 森田 誠君 屋嘉比良夫君

和田 了司君 大畑 一久君

卓話 長谷川英輝君

１１月２１日に４１歳になります。世間では

「厄年」にあたるようですが、全く縁起をかつが

ないので厄除けなどはしていません。縁起かつぎ

に無頓着すぎて、逆に縁起をかつぐ妻からはよく

叱られます。今年から来年にかけてトラブルに見

舞われることがあるとすれば、厄除けをしなかっ

たせいかもしれません。そのときは「罰が当たっ

た」と思ってください。

さて、去る７月２７日に開催された地区国際奉

仕委員会のご報告をさせていただきます。

まずはＪＡＩＣＡ（国際協力機構）の職員の方

から、「発展途上国の現状と国際協力について」

というお話がありました。日本にいると実感が湧

きませんが、全世界的にみると「水・衛生問題」

や「教育問題」は大きな課題のようです。

水問題については、世界中で安全な飲み水を手

に入れられない人が９億人もいるそうです。また、

何百万人もの女性・子供が毎日数時間を水汲みに

費やすことにより就学・就労機会を失っています。

教育問題については、全世界の成人のうち読み

書き・計算ができない割合は５人に１人となって

います。また、働いている子ども（５～１４歳）

の数はアメリカ合衆国の総人口３億人に匹敵しま

す。基礎教育を受けているかどうかは、その後の

生活や人生に大きな影響を与えます。読み書きが

できないためまともな職につけず、その結果とし

て犯罪に走らざるを得ない子供たちを生むことに

もつながります。

話は変わりまして、２７６０地区の各ＲＣの国

際奉仕活動をいくつかご紹介いたします。常滑Ｒ

Ｃさんはタイ障害児への車いす寄贈と障害児宅

の生活支援（バリアフリー工事）を行われました。

犬山ＲＣさんは台湾の姉妹クラブと共同で現地

の図書館に本を寄贈されました。名古屋栄ＲＣさ

んはﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ教育者支援の一環として３名の

小学生教諭を現地から招待し、日本の小学校や産

業館を見学してもらったことが新聞にも取り上

げられています。名古屋名東ＲＣはインドネシア

の現地クラブと共同で貯水槽設置プロジェクト

を進めており、グローバル補助金の申請を計画さ

れているようです。ご紹介した以外にも、各ＲＣ

さんが様々な工夫をして国際奉仕活動を行って

いらっしゃいます。

我が春日井ＲＣも、２つの新たな国際奉仕活動

に取り組んでいます。フィリピンの学生を支援す

る「あしながおじさんプログラム」は８名の奨学

生を支援するため会員有志から出資を募りまし

た。第１回目の奨学金引き渡しのため、名畑会長

が来週現地に赴かれる予定です。さらに４５周年

に向けて「セブ小学校への水洗トイレ寄贈プロジ

ェクト」も準備中です。会員の皆様のご理解とご

協力をいただければ幸いです。

米山メジャードナー表彰

名古屋城北 RC 穂積会長 IMの PR

卓話 長谷川英樹君


