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ロータリーの友月間

９月９日（金） ９月１６日（金） ９月２３日（金） ９月３０日（金）

理事役員会 11：30 祝福 休会定款６－１ 卓話 米山予定
卓話豊田市コンサートホール 卓話河村哲也君
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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・国 歌       「君が代」 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・卓 話    ガバナー補佐  古田 嘉且君 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

先週の記録 

会長挨拶       会長  伊藤  純君 

中日新聞の掲載記事をコピーして配りましたので、

少し目を通して下さい。

今年 4 月の記事の見出しに「外国人労働者 年内

100 万人」、さらに 7 月には「外国人実習生の在住

が 8 割に達した」、先日の新聞では法令違反が 392
件と過去最多を記録したとの事でした。

過去の発言で、外国人技能実習制度では 3 年から

5 年に延長が決まったと申しましたが、まだ継続

審議との事です。訂正してお詫び致します。

この様な日本の現状の中で、イギリスのEU離脱、

ドイツにおいては東ドイツ出身のメリケルが継続

してアフリカからの100万を越える移民を労働力

として使い経済を回してきましたが、5 年･10 年

先の事を考えると移民問題等が大変な事になるだ

ろと言われていまして、来年の選挙は苦戦が強い

られると予想されます。

アメリカで盛り上がりを見せる大統領選挙、クリ

ントン・トランプどちらが大統領になったとして

も、数年後の世界情勢を見据え、日本の行末を間

２０１６年９月２日（金）２２９１回（９月第１例会） 

違えないようにしなければならないと思います。

幹事報告       幹事  成瀬 浩康君

お知らせ 

＊9月のロータリーレート  102円 

次週予告 

＊ガバナー補佐訪問 ガバナー補佐古田嘉且君 

＊クラブ協議会 １３時３０分 

◎例会変更のお知らせ 

名古屋アイリス

ＲＣ

９月２１日（水) ９月２３日（金） 

合同例会の為 東急ホテル 

岩 倉 ９月１３日（火) ９月１３日（火） １２：３０ 

   ＲＣ 敬老を祝う例会の為 和蔵 

犬 山 ９月２０日（火）９月２１日（水） 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為 小牧コミュニティホール

名 古 屋 葵 ９月２２日（木）９月２２日（木） 

   ＲＣ 家族会の為  

尾 張 旭 ９月１６日（金）９月１７日（土）１８：００ 

   ＲＣ 月見例会の為 良福時 

名 古 屋 名 北 ９月１４日（水) ９月１３日（火） 

   ＲＣ 合同夜間例会の為名古屋ガーデンパレス 

岡 崎 南 ９月１３日（火) ９月１３日（火）１２：３０ 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為岡崎ニューグランドホテル 

江 南 ９月２２日（木）９月２１日（水）１２：３０ 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為 小牧コミュニティホール

西 尾 ９月１３日（火) ９月１５日（木）１２：３０ 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為 西尾信用金庫 

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



◎例会休会のお知らせ 

○名古屋城北ＲＣ   9 月 20日（火）は休会 

出席報告 委員長 大橋 省吾君

会員 61 名 欠席 23名 出席率 62.3% 

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.7% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○アテンダンスをもらう喜びで  加藤久仁明君

○倉橋さんをお迎えして     伊藤  純君

○倉橋亮介様をお迎えできましたこと嬉しく拝聴

させて頂きます。        志水ひろみ君

○明日で娘たち 3 人すべて片付きます。

                山田  治君

○今日は JC の後輩たちがお騒がせします。

                青山 博徳君

○アテンダンス表彰を受けて   貴田 永克君

○青年会議所の事業へのご協力、宜しくお願い致

します。            下田 育雄君

○倉橋様の卓話を聞ける喜びで             

足立 治夫君  小川  長君  岡田 義邦君  

岡嶋 良樹君  大橋 省吾君  小野寺 誠君

大原 泰昭君  岡本 博貴君  加藤  茂君

風岡 保広君  加藤 宗生君  川瀬 治通君  

近藤 秀樹君  近藤 太門君  清水  勲君  

芝田 貴之君  社本 太郎君  杉山 孝明君  

栃本 正樹君  宅間 秀順君  成瀬 浩康君  

速水 敬志君  蓮野 美廣君  馬々大刀雄君  

古屋 義夫君  松尾 隆徳君  屋嘉比良夫君  

和田 了司君  

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話              倉橋 亮介氏 

エストニアの国の概要 

エストニアはヨーロッパの北に位置し、フィン

ランドから80kmのところにあります。ラトビア、

リトアニアと合わせて「バルト三国」と呼ばれ、

歴史的には同じ経過をたどってきたで連帯感はあ

りますが、それぞれ民族も言語も違います。エス

トニアは言語がフィンランド語と似ているという

こともあり、経済的にはフィンランドと強く結び

ついています。 

国土は九州と同じくらいで、51%が森林です。大

地は平坦で最高峰のところでも318mです。気候は

四季がはっきりしていますが、北に位置している

ため冬は寒くー30度にもなります。夏は過ごしや

すく冷房はいりません。夏至の頃は夜11時まで明

るく、逆に冬は日が短く午後3時頃から暗くなりま

す。冬と夏の差が激しく、春と秋が短いのが特長

です。人口は130万人でエストニア人が69％、ロシ

ア人が25%です。 

エストニア国旗のデザインは、青はエストニア

の空、黒は大地、白は幸福への思いと勤勉さを表

しています。 

首都タリンの旧市街は第二次世界大戦でソビエ

トの爆撃でほとんどが破壊されましたが、現在再

建されユネスコの文化遺産に登録されています。 

エストニアには独立記念日が2つあります。1918

年が正式な独立記念日で、もう一つはロシアから

離脱してもう一度独立した1991年です。エストニ

アの歴史は占領の歴史でもあります。これまでに

デンマーク、スウェーデン、ソビエト、ドイツに

占領されて、常に戦乱に巻き込まれ、占領され虐

げられてきました。 

1991年の独立には「歌と踊りの祭典」が大きな

役割を果たしました。この祭典は5年に一度開かれ、

歌手3万人、観客10万人が集まります。「歌う革命」

の起源がこの祭典で、国民が国の歌を歌い団結を

強め独立を果たしました。 

エストニアの有名人は、世界的な作曲家のアル

ヴォ・ペルトは2014年に高松宮殿下世界文化賞を

受賞しています。世界的な指揮者パーヴォ・ヤル

ヴィは現在NHK交響楽団で首席指揮者を務めてい

ます。皆さんがよく知っている元大関の把瑠都も

エストニア人で、現在は実業家として活動してお

り、ホテルも経営しています。 



エストニアはITでも有名な国で、電子国家とし

て活発に活動しています。Skype（インターネット

電話）はエストニアで開発され、そのセンターは

タリンにあります。日本のマイナンバーのモデル

になったエストニア版マイカードは2002年から配

布されています。2500ものサービスがこのカード

ででき、交通機関のチケット、銀行の管理、納税、

処方箋、選挙の投票、さらには子供の成績も親が

呼び出して見ることもできます。人を介さずに、

家にいながら色々なことができます。もちろん、

慣れないお年寄りへのサポートもあります。また、

カードはどんな田舎でも使え、国内の99%の店で使

うことができるので、普段は現金を持ち歩くこと

はありません。スーパーの入り口でバーコードの

スキャナーを受け取り、購入時に自分で商品のバ

ーコードを読み取り、最後に自分で清算する店が

増え、そのような店には店員はほとんどいません。 

最近エストニアで開発されたものにロボット・

マネキンがあります。色々な人の体型に形状を合

わせることがで、洋服のネット販売に利用されて

います。また、商品を中に入れて宅配するシ自動

宅配ロボットが開発され、欧米では既に実用化さ

れています。私もテスト走行中のものを見て驚き

ました。 

エストニアでITが盛んになったのは、1991年の

独立までは一般電話もないような貧しい国で、そ

の後西側から情報や物が急激に入ってきたため、

乾いたスポンジのように多くのことを吸収しまし

た。しかし、貧しく、資源も少なく、人口も少な

いため頭を使うしかありませんでした。そのため

国策としてIT事業を進め、起業を容易にしている

からです。エストニアの首相は36歳で、会社の社

長も30 40歳台の若い人が多く、活気のある国で

す。簡単ですが現在のエストニアの状況について

話させていただきました。 

会長挨拶 伊藤 純君 

アテンダンス表彰 



春日井青年会議所 事業ＰＲ 

卓話 倉橋 亮介氏 


