２０１９年 （ 令 和 元 年 ） ７ 月 ２ ５ 日 ( 木 ) 晴 第 ２ ６ ５ ６ 回 （ 当 年 度 第 ３ 回 ）例会

点 鐘
会長 岩田 静夫君
司 会
ＳＡＡ 岩田 進市君
ロータリーソング斉唱
「我等の生業」
四つのテスト斉唱
― 言行はこれに照らしてから ―
１.真実かどうか
２.みんなに公平か
３.好意と友情を深めるか
４.みんなのためになるかどうか
ゲスト及びビジター紹介
岩倉ロータリークラブ
会長 檜木 治幸様
幹事 関戸 一雄様

愛知ロータリーE クラブ
会長 尾野 英二様

ようこそ江南ロータリー
クラブへ！
会長挨拶

会長 岩田 静夫君

７月９日に岩倉ロータリークラブ、７月２０日には愛知
ロータリーＥクラブに表敬訪問させていただきました。そ
の折には、両クラブより、したにも置かないもてなしをう
けましたこと、感謝申し上げます。本日は負けないよう
に設営いたしますので宜しくお願いいたします。
よく洋画で、良いニュースと悪いニュース、どちらから
聞きたいというフレーズが出てきます。悪い方から聞い
た方が、７５％程ほど幸福感あるといわれるので、悪い
というか寂しいお知らせからお伝えします。
事務局員の勝村さんですが、一身上の都合により、７
月１９日をもって退職されました。皆様によろしくお伝えく
ださいとのお言葉を預かっておりましたので、お伝えし
ます。
続きまして良いニュースです。７月１７日にＡ免申請さ
れている大池さんに幹事とともにお会いしてまいりまし
た。 大変お元気そうでした。が、まだ体に抵抗力が少
ないので、大人数の人たちとの会合には、参加しない方
がよいとお医者さんにいわれているので、もうしばらく休

幹事 西込 修司様
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ませてくださいとのことでした。また、皆様より電話・メー
ル等の連絡をいただいておりますが、自分が筆不精な
ので、ご返信出来ずに申し訳ございませんとのメッセー
ジを預かっております。今後につきましても、体調が不
安定の時もあるかもしれませんので、お電話・メール等
につきましては、ご遠慮していただきたいとのお言葉を
預かってまいりましたので、重ねてお伝えさせて頂きま
す。
ガバナー事務所より１１月９日から１１月２０日の２０１
９-２０年度の地区大会の案内が来ております。年度方
針の重点目標に書かせて頂きましたが、全員登録とさ
せていただいております。ご理解の程、宜しくお願いい
たします。又、積極的な参加も重ねてお願いいたしま
す。
さて、本日は相撲の話をしたいと思います。
令和初となる名古屋場所が、横綱鶴竜の優勝をもっ
て２１日に千秋楽を迎えました。１５日間の間、「満員御
礼」の垂れ幕が下がっておりましたが、実情は２日目か
ら５日目の間に升席に売れ残りがあり、完売とはいかな
かったようです。この事に中日新聞社は一抹の不安を
感じているようです。年６場所ある大相撲の本場所です
が、７月の名古屋場所のみが相撲協会と中日新聞社
の共催となっており残りの５場所は相撲協会のみの主
催となっております。中日新聞社にとっては、大相撲は
ゴルフの中日クラウンズ、将棋の王位戦と並ぶ大切な
コンテンツであります。そんな中、２０２６年のアジア競
技大会のため愛知県は愛知県体育館の建て替えを決
定し、２０２０年に着工、２０２４年に完成予定で、名古屋
場所につきましては２０２５年より使用予定でそれまで
は現在の愛知県体育館で相撲興行を行う予定だそうで
す。当然ですが、新体育館は現在の７５００名収容から
１５０００人収容へ、相撲使用時も８０００人から１１０００
人に増やす予定だそうです。又、相撲がなぜ愛知県体
育館かというと、相撲は生で観戦しないと成り立たない
興行です。名古屋ドームや日本ガイシホールの様な何
万人収容の場所では成り立ちません。場所に関しては
８００ｍほど北側に、二之丸から名城公園北園と変え、
地下鉄の名城公園からは徒歩３分になります。加えて
相撲協会は、２０２０年夏場所（５月）より、料金の改定、
（多分値上げ）そして曜日による変動価格制を採用する
と思われます。料金は上がるは、収容人数は増えるは
で、チケットを売りさばくことができるかどうか、出来なけ
れば相撲協会と関係にヒビが入るかもと。中日新聞社
からは今まで３名の横綱審議委員を出していることもあ
り相撲協会と友好な関係を維持していきたいはずで
す。
大相撲ほど、公平公正な審判を追及している競技は
他にないといいます。行事が審判の中心的存在と思わ
れがちですが、規約によると、「行事は、勝負の判定に
あたっては、いかなる場合においても、東西いずれかに
軍配をあげなければならない。」「異議申し立てがあっ
て物言いがついた場合は、行事は勝負判定を審判委
員に一任しなければならない。」「審判長は、物言いの
協議に際し、最終的に判定を採決するものとする。」と
あるそうです。大柄な大人が４,５人寄って集まってビデ

オ室からの助言も聞いて「取り直し」の場合もあります
が。
そんな相撲協会と中日新聞社との大一番、どうなる
のでしょうか。
幹事報告
祝
福
出席報告
会員数
４６名

-別紙-

幹事
委員長
委員長
出席者数 欠席者数
３２名
１４名

中村 耕司君
松井 智義君
木本 寛君
出席率
８２．０５％

ニコボックス
木本 寛君
○本年も宜しくお願い致します。
岩倉ロータリークラブ 檜木 治幸様、関戸 一雄様
○本年はよろしくお願いします。
愛知ロータリーE クラブ 尾野 英二様、西込 修司様
○岩倉ロータリークラブ 会長 檜木 治幸様・幹事
関戸 一雄様
愛知ロータリーＥクラブ 会長 尾野 英二様・幹事
西込 修司様
ようこそ江南ロータリークラブへお越し下さいました。
各委員会委員長の皆様、先週に引き続き年間行事
計画の発表をよろしくお願い致します。
岩田 静夫、沢田 昌久、中村 耕司、尾関 育良各君
○米山奨学委員会を 1 年間よろしくお願いいたします。
冨永 典夫君
○各委員会年間行事計画発表よろしくお願いします
岩倉ロータリ ークラ ブ
会長 檜木 治幸様・
幹事 関戸 一雄様
愛知ロータリーＥクラブ
会 長 尾野 英 二 様 ・
幹事 西込 修司様
ようこそ江南ロータリークラブへ！
伊藤 鶴𠮷、松岡 一成、倉知 正憲、古田 嘉且、
杉浦 賢二、松井 智義、片平 博己、波多野 智章
近藤 道麿 各君
卓 話
「各委員会年間行事計画発表」
ＳＡＡ 岩田 進市君
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SAA を務めさせていただきます、岩田進市です。副
SAA に は 森 弘 好 君 大 池 武 徳 君 猪 子 明 君
加藤義晴君 永井義康君 新人会員の滝祥夫君の７名

の方で務めさせていただきます。
例会は、伝統ある江南ロータリークラブのスタイルを
引き継いでまいります。会員、来訪者にとっては有意義
な時間を共有しまた、出向者にとっても「ホット」できる、
楽しく秩序ある例会運営に努めます。
食事は、例年通り末広さん、増美さんにお願いし季節
感のある料理を提供していただく予定でいます。また、
食事については、無駄がない発注に心掛けさせていた
だいております。第１回、第２回と予想を上回る出席を
いただきありがとうございました。その分、各回、２名ほ
どの方にご迷惑をおかけし、天錦からの食事をいただ
いてもらっており、大変申し訳ございません。しかしなが
ら、これも一重に会長の岩田静夫さんの人柄のおかげ
で出席人数が多いものだと思っております。ありがとう
ございます。本年も、受付に欠席連絡票を用意いたしま
したのでご記入をお願いいたします。急遽、例会に出席
できるようになったおりには事務局までご一報いただけ
れば幸いです。
席について、皆さんには自由にお座りいただいていま
すが、各月の第２回例会の時にはクジにより座席を決
めさせていただき、テーブル毎の会員の交流に配慮し
ていきます。
一年間お世話になります。よろしくお願いいたします。

国際奉仕委員会 長瀬 晴義君

職業奉仕委員会 富田 清孝君

本年度、国際奉仕委員長を務めさせていただきます
長瀬です。副委員長の杉浦賢二さん、委員の山田 猛
さん、熊澤治夫さん、濱島聡一朗さんと共に活動してま
いりますので、どうぞ一年間よろしくお願いいたします。
本年度の計画要項といたしまして、
1 江南市及び大口町の国際交流協会と連携を強め、
地区の諸活動への会員の参加を増進する。
2 国際奉仕の意識と理解に努め、RI 補助金、地区補
助金の活用を研究・啓発する。
3 第７回ワールドフード+ふれ愛フェスタへ参加する。
4 潮州ＲＣ創立５５周年及びＲＩ国際大会：ホノルルへ
の参加を要請する。
主な月別計画としましては、７月と１月にインフォーマ
ル・ディスカッション・ミーティングの開催。
８月１８日（日）すいとぴあ江南で開催される江南市国
際交流フェスティバルへの参加。
１０月１２日（土）第７回ワールドフード+ふれ愛フェスタ
への参加。
１２月１日（日）創立５５周年記念事業「タング」観劇へ
の参加。
１月３０日（木）クラブフォーラム。
４月潮州ＲＣ創立５５周年への参加。
６月ＲＩ国際大会：ホノルルへの参加。
皆様には、４月潮州ＲＣ５５周年及び６月ＲＩ国際大会：
ホノルルへの参加をしていただきますようよろしくお願
い申し上げます。また一年間皆様のご指導、ご協力を
よろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会 尾関 憲市君

ロータリー財団委員会 近藤 道麿君
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この度ロータリー財団委員会委員長を仰せつかりま
した近藤道麿です。副委員長に浅野安郎さん、メンバー
には伊藤鶴𠮷さん、滝勝夫さんで構成しています。よろ
しくお願いいたします。
ロータリー財団は年次基金や大口寄付を募り、その
財源をポリオ撲滅の活動や職業研修チームの海外派
遣、国内招聘による国際奉仕活動に当てています。ま
た、地区補助金という制度があり、クラブの事業活動に
対して申請をすれば上限額１００万円の補助金が支給
されるシステムです。ただし、クラブの年次寄付の金額
に応じて、寄付の貢献度によってクラブへの支給額が
変動するそうです。
２０１９−２０年度ロータリー財団の目標として、年次基
金は 1 人当たり１５０ドルの寄付を、ポリオプラス基金と
して 1 人当たり３０ドルの寄付をお願いしています。江南
ロータリークラブでは皆様方から前期後期２回に分けて
６,０００円ずつお預かりして、１人当たり１２,０００円の寄
付を行っています。また、大口寄付も募っていますので、
よろしくお願いいたします。
今年度のクラブでの活動は、８月１８日(日)に開催さ
れる江南市国際交流フェスティバル、１２月１日(日)に開
催される創立５５周年記念事業「タング」観劇に参加し
ポリオ撲滅活動をアピールしていきます。ポリオとは皆
様もご存じのように脊髄性小児麻痺とも呼ばれ、ポリオ
ウイルスによって発症する疾病です。ポリオの発症数は
１９８８年の頃に世界の１２５カ国で３５万人以上発症し
ていたのが、ロータリーが推進するポリオプラスプログ
ラムにより、昨年には３３人となりました。後もう少しでポ
リオが世界から撲滅されます。ポリオ撲滅のためにロー
タリーが地道な活動をしていることを多くの方にアピー
ルしていきます。
１１月はロータリー財団月間です。それに合わせてク
ラブフォーラムが地区ロータリー財団委員会委員をお迎
えして１１月２８日に開催予定ですのでよろしくお願いい
たします。
以上でロータリー財団委員会の発表を終わります。
ありがとうございました。

米山奨学委員会の役割として、大きく２つの事業があ
ります｡
1 つは､外国人留学生への支援事業です｡年間約８５
０人の受け入れをしています。当クラブにおきましても､
只今、サマンサ ウン ムン イさんを山田さんにカウン
セラーをお願いし支援しております｡彼女には、卓話の
時間を設けさせていただいております
そして、もう1 つの事業としまして､日本最大級の奨
学金制度である米山奨学会への寄付金を募ることです｡
日本の文化、日本人の心を世界各国からの留学生へ
伝え、世界の平和と発展に貢献するこの事業において
のご協力をいただけるように活動させていただきますの
で､是非皆様方のご協力をお願い申し上げます｡
本年度は、地区副幹事としての活動もありまして地区
の米山奨学委員会の担当でもあり４月に第１回の委員
会があり、また、５月には、奨学生たちと工場見学をして
まいりました。
何かとバタバタして例会とブツキングしたりもあろうか
と思いますが１年間､宜しくお願い致します｡
青少年奉仕委員会 波多野 智章君

米山奨学会委員会 冨永 典夫君

※卓話 You tube 動画
今年度からＨＰでの公開のみとしています。
詳しくは、広報まで連絡ください。
点鐘

会長

岩田 静夫君

地区だより
写真等ございましたら、広報までお知らせください。

本年度､米山奨学委員会の委員長としてお世話にな
ります冨永です｡副委員長として山田猛さんと岩田俊久
さん南村朋幸さんの四人の委員会です。宜しくお願いし
ます｡

７月２６日に名古屋国際センター別棟ホールにて、第
２７６０地区会員増強セミナーが開催され、伊藤靖祐ガ
バナー、南村朋幸地区幹事、森弘好地区副幹事、中村
耕司幹事、濱島聡一朗会員増強委員長が出席しまし
た。
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大村知事表敬訪問

中日新聞本社表敬訪問

河村名古屋市長表敬訪問

第２回ＲＩ会長歓迎晩餐会実行委員会
令和元年７月３０日 中日新聞掲載
清須市長表敬訪問

(担当 早川 一三)
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