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２０２２年 （令和４年 ）４月１４日 (木 )  曇り  第２７２３回 （当年度第１９回 ）例会  
 
            

点 鐘                 会長  長瀬 晴義君 

司 会                 ＳＡＡ  堀尾 庄一君 

ロータリーソング斉唱       「それでこそロータリー」 

四つのテスト唱和               古田 嘉且君 

－ 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 

 

 

 

 

米山奨学生 

タンヤピシット シタン君 

 

 

 

 

ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

 

会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      会長 長瀬 晴義君 

本日の例会は、クラブフォーラム、地区出向者報告

です。また、本日は米山奨学生のタンヤピシット シタン

さんがお越しになっております。そこで彼女の国、タイと

日本との歴史上の縁についてお話しします。 

 

タイの国王になった日本人のお話です。 

勿論、名前を聞いたことのある方は多いと思いますが、

江戸時代初期に山田長政という人物がいました。 

彼は駿河、今の静岡県の生まれで末端の武士でした

が、「海を渡って一旗揚げる」との大志を抱いて１６１１

年朱印船で日本からシャム王国、現在のタイへと渡り

ます。武将としての統率力に優れ、はじめは「日本人町」

のリーダーとして活躍。その後、タイ国王の信任を得て

６００～８００人を率いて「日本人義勇兵」を組織し、タイ

を防衛する大役を任されます。 

 そして当時、世界最強だった「スペイン艦隊」がタイに

奇襲を仕掛けた際、スペインの軍艦に乗り込み、死闘

の末、敵の隊長を討ち取り、約３０００人のスペイン人を

捕虜にしたのでした。結局、スペインの襲来は２度に及

びましたが、２度とも勝利しました。その功績により山田

長政は国王から王朝の最高官位、オークヤーの地位

まで上り詰めたのでした。 

 さらに山田長政は「武功」だけでなく「商才」の面でも

大活躍し、タイと日本の貿易を大いに発展させタイ王室

の財源に寄与し、その勢いは東インド会社を撤退させ

てしまうほどでした。 

 また両国の国交と親善にも尽力し、最終的にシャム

王国の一地方「リゴール国」の王位を得て、一国を治め

るまでに大出世したのでした。 

 この歴史は現在の日本の教科書には載っていません

が、タイの学校では教わると聞いております。 

シタンさんいかがでしょうか？ 

こんな立派な人物がかつて日本にいたというお話しで

す。 

本日、新会員山﨑君、横山君の入会式も有りますので、

本日もよろしくお願いいたします。 



 

- 2 - 

入 会 式                司会 片平 博己君 

山﨑 博征君        横山 史明君 

新会員、紹介者登壇 

 

 

 

紹介者の南村朋幸君 

による山﨑君の紹介 

 

 

 

 

紹介者の堀尾庄一君 

による横山君の紹介 

 

長瀬会長よりバッジとネームプレートの授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

山﨑博征君より 

入会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横山史明君より 

入会の挨拶 

 

 

 

 

米山奨学金授与 

 
 米山奨学生 タンヤピシット シタン君 

 

委嘱状伝達 

 
防災対策委員会 副委員長 

南村 朋幸君 
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ロータリー財団表彰 

 
マルチプル・ポール・ハリスフェロー（＋２） 

岩田 静夫君 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  永田 広光君 

 

出席報告               委員  佐藤 弘夫君 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

４７名 ３７名 １０名 ７８．７２％ 

 

ニコボックス               委員  佐藤 弘夫君          

○本日は山﨑博征君、横山史明君の入会式です。 

新しいメンバーの加入を大変嬉しく思います。 

卓話は地区出向者の皆様よりお話をいただきます。 

よろしくお願いいたします。 

長瀬 晴義、猪子 明、永田 広光、濱島 聡一朗 

各君 

○青年会議所の頼もしい後輩のクラブ入会を心から 

喜んで。 

家内が元気で誕生日を迎える喜び。 

                          倉知 正憲君 

○本日、地区出向者報告をさせていただきます。 

  よろしくお願い致します。 

                          古田 嘉且君 

○山﨑君、横山君、入会おめでとう。 

  また、本日は出向者報告をさせていただきます。 

                          南村 朋幸君 

○山﨑博征君 横山史明君 

 ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

出向者の皆さん、卓話よろしくお願い致します。 

伊藤 鶴𠮷、岩井 正彦、倉知 正憲、熊澤 治夫、 

庄田 元久、杉浦 賢二、伊藤 靖祐、片平 博己、 

岩田 静夫、中村 耕司、富田 清孝、木本 寛、 

岩田 進市、近藤 道麿 

                       各君 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

クラブフォーラム 地区出向者報告 

 

 
古田 嘉且君 

今年度、地区研修実行委員会、地区危機管理委員

会、ＷＦＦ実行委員会の３委員会に出向させて頂いてい

ますが、その中で、研修実行委員会についてお話させ

て頂きます。 

次年度会長のためのＲＬＩ研修は、講座のみの座学で

はなく、積極的に意見を交わすディスカッション形式で

行われます。 

ディスカッション形式で行うことにより、他クラブと自ク

ラブの違いを見つけ出し、次年度会長としてのアイディ

アを得たり、同期会長との情報交換をして頂くことも目

的の一つであります。 

委員とＤＬは、委員会で模擬ディスカッションを行い、

研修に向けて準備を整え、お助けができるよう力を尽く

していますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願

い致します。 

 

 

 
伊藤 靖祐君 
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片平 博己君 

本年度、前年度と地区社会奉仕委員会に出向させて

いただいておりました。クラブ事業同様、地区委員会事

業も新型コロナウイルス感染拡大防止のため各種事業

は自粛せざるを得ませんでした。そのため、私自身も委

員会の仕組みや事業については掴み切れていない感じ

がしております。しかし、その中でも ZOOMによるオンラ

インにて、地区内クラブ社会奉仕委員長会議を２月１４

日に開催いたしました。テーマは「愛知県環境基本計画

の推進」「愛知県内の市町村社会福祉協議会における

ボランティア・市民活動について」「名古屋市社会福祉

協議会の活動について」等で、行政の担当部課長、協

議会担当理事から講演していただきました。地区内クラ

ブの社会奉仕委員長とともに、環境や福祉の分野につ

いて知見を広めることができました。 

直近では、各クラブの社会奉仕活動の紹介、SDGｓ、

RCC についてのプレゼンテーションツールを作成し、ク

ラブからの要請があればそれらを使って卓話に伺える

よう準備を進めており、次年度に引き継がれていきます。 

また、４月２３日、２４日開催の WFF では、発表コーナー

のステージ担当及びカーボンゼロ記念植樹の取りまと

め等、ここにきてまとめて何かと事業が詰まってきてい

る状態です。 

いずれにしましても、コロナ禍において模索してきた

課題を引き継いでいくとともに、単純に以前と同じ運営

方法ではない進化した形の運営方法が求められてきて

いると思います。 

 

 
杦本 哲一君 

本委員会は副委員長を務める南村朋幸君と私が出

向しております。これまでの経緯は 

・２０１７－１８年度 神野ガバナー年度に愛知県防災 

部と当地区が「相互協力に関する協定を締結」 

・２０２０年４月県防災部訪問＆確認、防災対策委員 

会を新設(準備年度) 

・２０２１－２２年度 委員の構成を８分区に拡大 

委員会は地区幹事及びガバナー補佐経験者又はその

推薦者からなる１２名で構成された活動し始めたばかり

の地区内新参委員会であります。 

本年度は「何故地震が多く発生するのか」「正常性バイ

アスから抜け出す事」「地震から生き残る」をテーマに 

構成委員担当分区内クラブに卓話に出かけて頂きまし

た。 

当クラブ、南村君と私は４月１１日(月) 名古屋空港ロ

ータリークラブに卓話に行ってきました。会長は「小説・

日本沈没」をテーマに挨拶され関心の高さと大変勉強さ

れている印象を受けました。我々は 通常、地震名が発

生後決まるに対し、発生前から唯一その名称が決まっ

ている「南海トラフ地震」を中心に すぐ出来る対策を卓

話にしてきました。主な要旨は以下の通り。 

＜一人ひとりの防災対策＞ 

＜委員会として具体的な優先提案＞ 

・家具の固定（先ずは市販の固定金具で） 

・ハザードマップの入手と避難経路の確認 

 （各自治体が発行しています。是非手に入れて経路を

歩いてみて下さい） 

・食料や飲料水を個人・企業で備蓄してください。 

・１７１伝言ダイヤル（スマホ・携帯が繋がらない時、 

日頃から家族と共有しておきましょう） 

＜食料や飲料水の最低備蓄目安＞ 

交通網の寸断等により公的物資等の配給が３日以上

到着しないことを想定 

＜ロータリークラブ会員として＞ 

・発災時の社員間・会員間の安否確認（方法・連絡 

経路）と愛知県防災部との連携・情報共有 

・被災した会員企業の早期再開への備え(BCPの取り 

組み)Business Continuity Plan事業継続計画 

・大規模災害にあわないと、皆さんはなかなか自分の 

こととして考えられません 

  考えても行動出来ません  しかし大規模地震は 

必ず起きます 

 正しく恐れましょう！ 

＜私からの御提案＞ 

・「地震防災ハンドブック(㈱)メディアックス」購入 

  家族全員でシュミレーション 

・「災害用伝言ダイヤル(１７１)」の体験利用 

  毎月１日及び１５日 体験利用推奨日 

・避難所では「必ず家族全員受付を済ませる」 

  救援物資配給の見積に必要 

・陸上自衛隊守山駐屯地が中心となる 

・事業所見学で 自衛隊見学 

  日頃から自衛隊の取組を理解 

・防災・ＢＣＰ取組として退役自衛官の雇用 

  ５５歳定年。重機等資格を多数所有している 
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南村 朋幸君 

本年度、地区財務委員会と地区防災対策委員会の

二つに出向しております南村です。 

まず、地区財務委員会については、委員会構成メンバ

ーの総勢３人すべて歴代の地区幹事で構成されていま

す。本年度の委員長が私の前年度の地区幹事、もう一

人の委員が一昨年度の地区幹事であります。活動内容

的には年２回の委員会で地区の予算・決算を経験者の

立場からご意見申し上げるというのが主な活動になりま

す。 

また一方の防災対策委員会では、副委員長という大

役を仰せつかっており、委員会の段取り等をお任せ頂

いております。活動内容は、簡単に言うと、これから起こ

るであろう様々な災害の中でも特に「南海トラフ地震」に

フォーカスして対策を施していく委員会です。とは言って

も、実際に何を対策していけばいいのか、模索しながら

の活動になっています。 

中でもまずは、南海トラフ地震そのものについての知

識を蓄えようという事で、具体的には地区内各クラブか

らの招聘に応ずる形で当委員会から卓話者を派遣して

います。その卓話によって地震の恐ろしさや「南海トラフ

地震」の襲来予測などをお伝えしています。私もその卓

話の内容を確認していますが、やはりこの「南海トラフ

地震」は、“来るか来ないか”ではなく“いつ来るのか”と

いうものだそうで、そのことについても歴史的検知から

予測されたデータをもとに構成されています。また、委

員会構成メンバーは敢えてそれぞれの分区で過去に分

区幹事を経験された方が出向されており、より地域に根

差したお話ができるよう施されております。 

しかしながら、コロナ禍の影響でほとんどの卓話が中

止になっており、どこも一緒だと思いますが、なかなか

不完全燃焼感が拭えないのは否定できないのでありま

す。また次年度も“ほぼ”現体制を引き継ぎ継続されて

いきます。私も再び副委員長ということで留任いたしま

すが、そんな中、今、最も懸念しているのは、本日のよ

うにクラブで地区出向者報告を来年も行う際に、何の代

わり映えもしない内容になってしまうことは明らかであり、

“ほぼ”お話する内容が似かよってきてしまうことです。

その際にはクラブメンバーの皆様には「なんか去年聞い

たような話だな」と思われても、そこは暖かく黙って見守

って頂くことを切にお願い申し上げ、私の報告と代えさ

せて頂きます。ご支援ありがとうございました。 

 

 

 

 

点 鐘                 会長 長瀬 晴義君 

 

 

 

本日の食事 
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新会員 横山史明君の職場訪問 

先日、長瀬会長と岩田静夫君が新会員の横山史明君

の経営する、就労継続支援B型事業所の“ドルフィンキ

ッチン”を訪問されました。 

LINE でも掲載された写真ですが、一部を抜粋し紹介さ

せていただきます。 

 

 
 

 
 

 
 

ランチ営業の他、お弁当、軽作業、清掃業務を請け負

っており、それらの売り上げを全て障がい者の方々に

分配して支援をされているとの事でした。 

 

会員の皆さまも是非、ご利用ください。 

 

 
新型コロナの状況を注視しつつ、楽しいロータリー活動

が徐々に再開してきております。 

新会員のお二人にも様々な集まりに参加して、一日も

早くメンバーと打ち解けていただける事を願っておりま

す。 

 

 

 

写真等がございましたら広報までお知らせください 

（担当 濱島 聡一朗） 

 


