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２０２２年 （令和４年）５月１２日 (木 )  雨  第２７２５回 （当年度第２１回）例会  
 
            

点 鐘                 会長  長瀬 晴義君 

国歌斉唱                      「君が代」 

司 会                 ＳＡＡ  堀尾 庄一君 

ロータリーソング斉唱            「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和                田岡 剛君 

－ 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、地区研修・協議会報告となっており

ます。 

ゴールデンウイークを挟みましたので、久しぶりの例

会となりました。 

また、３年ぶりに規制の無いゴールデンウイークを多

くのメンバーが楽しんだのではないでしょうか？ 

去る４月１４日、杦本君、南村君が地区出向者報告

で防災対策委員会出向の卓話をしてくださいました。こ

このところ頻繁に起こる地震、自然災害に対し日頃か

ら自分で出来る防災対策が必要ではないでしょうか？ 

本日は防災に関する事で、中日新聞、ユースクみん

なの取材班の記事に「ナゾの数字」という記事が有りま

したので、少し紹介したいと思います。 

愛知県庁、名古屋市役所、その他の区役所の屋上

にナゾの数字が書いてある。この数字のナゾには、愛

知県の地域防災計画と関係があるらしい。この数字に

は「防災用拠点施設の屋上番号標示」という名前があ

る。 

１９９５年の阪神大震災をきっかけに表示が広がった。

当時、各都道府県から防災ヘリが阪神大震災の被災

地に駆けつけ、救助活動に当ったが、パイロットが地理

に不慣れなため、建物が分からなくなるという課題が見

つかった。そこで、総務省消防庁が防災拠点となる公

共施設に番号を振って識別しやすくする案を提案し、賛

同した都道府県が採用した。 

愛知県では、震災翌年の９６年から県庁や県民事務

所の屋上に数字を書くようになった。県内の市町村でも

９７年から地域防災計画で同様に数字表示に努めるこ

ととされた。 

頭の番号は当時の県内の市町村の建制順に割り振

られた。 

例えば県は「０」、名古屋市が「１」、豊橋市が「２」な

ど。その下の数字は自治体ごとに任されている。建物

以外にも河川管理のため堤防道路に橋や河川の名前

が書いてある場合もある。役所のほか、小中学校の校

舎やスポーツ公園の建物の屋上に書かれている。 



 

- 2 - 

ただ、全都道府県が表示を採用したわけではないよ

うだ。 

中部地方では三重、福井、滋賀県にも同様の表示

があるが、岐阜、長野県には存在してないそうです。現

在では、衛星利用測位システム（ＧＰＳ）の発達で防災

ヘリが正確な位置情報を把握できるようになり、屋上番

号標示の意義は薄くなっている。しかし、都市部などで

は似たような建物もあり、目視の際にＧＰＳを補完する

ものとしてあった方がいいとしている。 

私も早速、航空写真で確認してみたところ愛知県庁

には「０－０」、名古屋市役所には「１－０」という数字が

書いてありました。 

皆さんも航空写真などで、市、区役所等の屋上の数

字を確認してみてはどうでしょうか？ 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

 

米山奨学金授与 

 
米山奨学生  タンヤピシット シタン君 

 

ロータリー財団表彰 

 
記念品・ピン贈呈 

      メジャードナー レベル２    伊藤 靖祐君 

 

 

 

 

 

永年在籍表彰（２５年） 

 
松岡 一成君 

 
川崎 良一君 

 
庄田 元久君 

 
古田 嘉且君 
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幹事報告   -別紙-     副幹事  濱島 聡一朗君 

 

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 ３６名   １１名 ８１．８２％ 

 

ニコボックス               委員  佐藤 弘夫君          

○本日の卓話は、地区研修・協議会報告です。 

 次年度の各委員長さん、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 

○仕事の上で、一寸嬉しいことがありました。 

                          倉知 正憲君 

○元気に在籍２５年を迎えた喜び。                          

古田 嘉且君 

○地区研修・協議会報告  

担当の皆様、よろしくお願いいたします。 

松岡 一成、庄田 元久、冨永 典夫、沢田 昌久、

中村 耕司、富田 清孝、岩田 進市  各君 

 

卓 話 

「地区研修・協議会報告」 

                                       
次年度会員増強常任委員長   三輪 慎一郎君 

 去る、４月１７日（日）に地区研修・協議会が名古屋国

際会議場にて開催され、初めて出席をしてまいりました。 

 北畑君と車で行ったのですが、昼食は指定された別

々の会場でお弁当を食べ、１３時からセンチュリーホー

ルに参加者全員が集まり、本会議が開催されました。 

 その後、１４時半くらいから９つの分科会に分かれ、

私は次年度会員増強常任委員長として第１分科会（ク

ラブ管理・会員増強）に出席しました。 

 分科会は全体で９０分ですが、ガバナーエレクトのお

話に始まり、WFF・拡大・危機管理・防災対策のお話が

あり、最後に会員増強のお話を、地区会員増強委員長

の石井弘子さんがして下さいました。 

 内容としては、地区においても日本全体でも会員数

は右肩下がりで減少しており、今のままでは減少傾向

に歯止めがかからない為、対策として今までの取り組

みの強化と新しい取り組みが必要とのことでした。 

 地区会員増強委員会の取り組みとしては大きく分け

て４つあり、①クラブのパンフレットのひな型を作成、②

ロータリー女性の集いを開催、③会員増強セミナーを

開催、④卓話依頼の受付、ということでした。 

 次年度会員増強委員会としては、地区の力もお借り

しながら会員増強に取り組んでいく所存でございます

が、一番根底にある一番大切なものは、皆様からのご

紹介そして情報提供です。次年度も会員増強にご協力

を頂きますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 
次年度会長エレクト   富田 清孝君 

私は第一分科会に参加してきました、テーマはロー

タリーの未来をめざして、私たちは、時代とともに、社会

とともに、と言うことでした。 

 

１番目にガバナーエレクトの篭橋美久さんの話があ

りました。未来を描こうと言う話ですが、これは既に全

体会議で話されていることなので挨拶だけで終わりまし

た。しかし内容としては 

①ロータリークラブは革新的かつ柔軟な活動体制を構

築していく必要があるということ。これは例えばコロナ禍

ではオンライン化による例会の開催や、委員会やイベ

ントの開催のようなことです。 

②奉仕活動の本質は笑顔であるということです。    

私たち自身が笑顔を忘れず一人でも多くの人を笑顔に

すると言うことが大切であると言う事です。 

③昨年から重点分野に環境が新設されたと言うことで

す。地球の温暖化や生物の多様性の損失などの地球

的問題だけでなく発展途上国の大気汚染や水質汚染、

廃棄物も大きな問題であると言うことです、それで今年

度は海洋プラスチックゴミを減少させる取り組みをして

いきたいと言うことでした。 

 あとは会員増強などの具体的な活動方針を話されて

いました、今までとそれほど変化は無く同じような内容

だとおもいました。 

 

２番目は次期地区ＷＦＦ実行委員長の伊藤靖祐さん

が今年度のＷＦＦの計画予定を具体的に話されていま

した、今までとそれほど変化は無いと思います。 

 

 ３番目は次期地区拡大副委員長の服部良男さんが

話をされました。内容はロータリークラブをいかに増や

すかと言うことで、現在あるロータリークラブがそれぞ

れ特色のある衛星クラブを作り、それをやがて１つのロ

ータリークラブにしてゆく戦略であるとは話されていまし

た。 
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 ４番目は次期地区危機管理委員長の寺本善雄さん

が話をされ、ロータリー会員、ロータリーファミリーの安

全を守り安心してロータリーに入会してもらおうと言わ

れていました。 

 

 ５番目は次期地区防災対策委員長の加藤定伸さん

が話をされました。目的は南海トラフを震源とした東海

地震の対策だと言ってみえました。これは必ず来る物

で、段々と間隔が短くなってきており、近年いつきても

おかしく無いと言われていました。 

一つ面白い話をされていました、紀伊半島の何とか

の伸びが目安になって、それがある一定の伸びになっ

た時に今まで東海地震が発生していると言われていま

した。それの伸びの割合から計算すると次は２０３１年

ごろの発生だそうです。ロータリー会員だけの特別極

秘情報です。皆さん準備しといて下さい。 

 

 ６番目は次期地区増強委員長の石井弘子さんが話を

されました。パンフレットを作ってあるので、それを利用

してほしい。女性会員増強のための、ロータリー女性の

集いと言うものもあるので利用してほしい。 

 

 ７番目は次期ガバナー補佐の澤田文雄さんが最後に、

この会にはこの６名の様な有能なスタッフがそろってい

ると言ってしめられました。 

 

 

 
次年度奉仕プロジェクト常任委員長   沢田 昌久君 

 職業奉仕委員会委員長として、第４分科会に参加し

てきました。 

テーマは「描くことのできるロータリーの奉仕活動の

ヒントを」と題して、社会奉仕について、環境保全につ

いて、RCC について次期地区社会奉仕副委員長の名

古屋名東クラブの八木様、名古屋守山クラブの伊藤様

より、それぞれの職業奉仕・社会奉仕についての想い

を話されました。 

 本来職業とは利益を生むのが職業だが、赤十字は人

の命を助ける活動が職業としており、ロータリーの原点

回帰の精神性に通じています。 

 職業することと奉仕活動をすることとは、相反する活

動ではないか、矛盾することではないか？という結論に

なるが、職業奉仕という言葉は、他の奉仕団体やボラ

ンティア団体で使われる言葉でないところにロータリー

の奉仕活動があります。 

 それは、自らが行っている職業を通じて、どのように

社会に対して無償の奉仕が果たせるかということにつ

ながると思います。 

 このステップがなかなか見つからないために、丸投げ

の奉仕活動になっていないか、お金を出すだけの奉仕

活動になっていないか、奉仕活動が免罪符になってい

ませんか。ということになります。 

 他の団体はウイ・サーブ、我々は奉仕する。 しかし

我々ロータリーはアイ・サーブ、私は奉仕するです。 

 自らの職業を生かして、次年度は職業奉仕・社会奉

仕に努めていきたいと考えます。そのためのメニューを

社会奉仕の近藤委員長と共に考えてまいります。 

 

 

 
次年度ロータリー財団常任委員長   堀尾庄一君 

今回の研修で、分かったつもりでいたロータリー財団

の構造をあらためて理解できました。 

ロータリー会員は会費を通じて国際ロータリーを支

援し、寄付を通じてロータリー財団を支援する。つまり、

どこかから補助金が出るわけではなく、我々メンバーか

らの寄付でのみ成り立っているというロータリー財団の

シンプルな仕組みを、我々が理解を深める必要があり

ます。 

そして大事なことはロータリー財団がロータリーの７

つの重点分野に取り組むための手段であるということ

です。 

７つの重点分野とは「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」「地域社会

の経済発展」「環境」「平和構築と紛争予防」です。その

ためのプログラムが「ポリオプラス」であり、「ロータリー

平和フェロー」であり、「補助金プログラム」です。 

私は、ロータリーが世界で様々な良いことを我々の

寄付でやっているということで、個人個人が心を砕くこ

となく自分の仕事に打ち込めると考えています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

２０２２－２３年度地区研修・協議会のロータリー財団

のテーマは「ロータリー財団を活用しよう」です。 

次年度は、２７６０地区で５７クラブが、東尾張分区１

２クラブの中でもＥクラブを含めて９クラブ、７５％が地

区補助金事業を申請しています。申請していないのは

名古屋城北と瀬戸北、そして江南だけです。 

戦略特別委員会もありますので、ぜひ我々江南ロー

タリークラブも、寄付をするだけではなく、寄付金を大い

に活用するクラブになるように、今から次々年度に向け

て考えていただきたいと思います。 
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次年度会長   冨永 典夫君 

初めに地区研修・協議会に参加して頂きました皆様

には感謝申し上げます。当日はおおよそ１８００名の出

席者の参加の下篭橋ガバナーエレクトの点鐘により開

会され、当江南ロータリークラブからは２４名の参加が

ありました。そして、篭橋ガバナーエレクトの所信表明

では、初の女性の国際ロータリー会長ジェニファー・ジョ

ーンズ氏のテーマであるイマジンロータリー （想像して

ください、私たちがベストを尽くせる世界を。）について

説明があり、未来を想像することの重要性を語られ、ま

たＤＥＩ（多様性、公平さ、開放性）推進を基本に女性の

エンパワメントを応援し女性会員を増やさなくてはなら

ない。そして、重点分野については二年前より環境に

ついての項目が増え、子供たちのかけがえのない未来

を守るため今できることからやって行きましょうとＲＩの

基本方針を述べられました。その後地区方針の説明に

移りました。「未来を描こう、笑顔でつなごう～一人一人

のチャレンジを力に！変化に対応できるクラブを目指し

て～」のテーマについて、地域社会においてなお一層

必要不可欠な存在となるべく革新的かつ柔軟な体制に

して行く必要性を説かれました。地区としてクラブサポ

ートを強化できるよう各委員会の体制を整えています。     

地域社会に役に立つクラブになること、会員増強、変化

に対応できるクラブ、インパクトのある奉仕活動の実施、

などを通じて、クラブの活性化を目指して活動すること

など、制限時間をオーバーして熱く語られました。 

次に特別講演がロータリー財団地域コーディネータ

ーの服部良男氏により行われ、課題解決のために、会

社に例えられて説明があり、①現状分析、②使命は何

か、③ミッション達成のビジョン、④サービスの価値、⑤

戦略を決める、⑥戦術の作成、⑦行動計画を作る、⑧

結果分析について説明がありました。今後の活動にあ

たって参考となりました。それから休憩を挟んで９の分

科会へと別れて参加しました。大変僭越ですが分科会

の説明は他の方にお譲りします。 

再び本会議に戻り伊藤パストガバナーより地区研

修・協議会のまとめを話されたのち講評などを経てのち

点鐘とともに終了となりました。参加して思ったことは、

中核的価値観を基本においてメンバー同士の繋がりや

社会との繋がりを大切に共に学び行動することが成長

のカギです。ロータリーの使命とは何かを考えながら未

来を描こうと思います。 

最後に国際ロータリー会長ジェニファー・ジョーンズ

氏の弟さんの言葉で締めくくりたいと思います 

「自分が望むような社会で暮らしたいなら、あなたも

その社会づくりに携わらなくてはならない」 

 

 

点 鐘                  会長 長瀬 晴義君 

 

 

本日の食事 

 
 

 

お誕生日会が開催されました 

米山奨学生 タンヤピシット シタンさんのお誕生日会

が、５月１３日に開催されました。おめでとうございます。 
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ワイン会が開催されました 

第１３回ワイン会が、５月１７日に カフェ・ド・ラカーサ

江南店にて開催されました。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

写真等がございましたら会報までお知らせください 

（担当 三輪慎一郎） 


