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２０２２年（令和４年）  ７月２８日  (木 )  晴  第２７３４回（当年度第３回）例会  
                    

点 鐘                 会長  冨永 典夫君 

司 会                 ＳＡＡ  片平 博己君 

ロータリーソング斉唱            「我等の生業」 

四つのテスト唱和                猪子 明君 

－ 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 

 

会長挨拶 

 
 会長  冨永 典夫君 

コロナの影響が日ごとに増しており今後の状況を見

て活動していかなければなりません。皆様の安全安心

を考え判断して参りますのでご協力をお願いします。本

日は二回目の各委員会の年間行事計画発表の日です

各委員長さんにはよろしくお願いします。 

先週臨時理事会を開催させていただきました。これ

は、青少年交換留学生の推薦についての審議のため

のものでありました。 

ロータリークラブは、クラブ活動の礎である5つの奉

仕部門において、国内外で奉仕活動を実施します。奉

仕部門の一つである「青少年奉仕」は、指導者育成プ

ログラムを通じた青少年のエンパワメントを重視してい

ます。ロータリー青少年交換は、ロータリーが提供する

数多くの青少年指導者育成プログラムの一つです。 

海外で生活することは、国際理解と平和を推進する素

晴らしい方法です。青少年交換を通じて、学生は新しい

言語を学び、異なる文化と慣習を知り、生涯にわたる

友情を育みます。 

ロータリー青少年交換プログラムの目的は 

• 国際理解と親善の心を育む 

• 青少年のエンパワメントを通じて好ましい変化を生み

出す 

• プログラムに参加する受入クラブ、ホストファミリー、

地域社会、学生の間に生涯にわたる関係を築くなど

です。 

ロータリーの地区は、ロータリークラブと協力して青

少年交換プログラムを運営します。他団体が運営する

交換留学プログラムと異なり、ロータリー青少年交換は

ボランティアであるロータリアンが管理しています。この

ため、管理運営費が比較的低いだけでなく、熱心なロ

ータリアンによる支援ネットワークが確立されています。

また、青少年の安全が常に最優先されるよう、ロータリ

ーの青少年保護方針や青少年交換の地区認定プログ

ラムが定められています。 

江南ロータリークラブも過去には受け入れをしており

ます。地元の高校の生徒が留学を希望され一年間の

研修ののち海外へ出発されました。その間、代わりに

海外から留学生が江南に来られました。４名のメンバ

ーの家庭がホストファミリーになって３か月間ずつ面倒

を見て頂き一年間お世話を致しました。私も、ブラジル

の男の子の面倒を見させていただきました。大変すば

らしい経験をさせていただきました。全く言葉も通じな

かった子が日々成長して一年で見違えて来ます。ロー

タリークラブについての理解が深まりローターアクトに

入会された方もおります。今回理事会で審議頂いたの

は滝学園の生徒さんで、先月下旬に地区に問い合わ

せがあり、江南ロータリークラブを紹介されご家族より

依頼がまいりました。申し込み期限が７月１５日と短い

ため、急ぎアンケート調査を行い、面接等を行いました。

出発は来年の８月となり受け入れも同時期となります。

本人の希望を叶えるべく、また、地区の方針の中にも
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諸般の事情で承諾することが難しい場合でもその志願

書を受け取って頂きたいと言うことを踏まえスポンサー

RCとなることを承諾致しました。ホストファミリーの問題、

受け入れてくれる学校の問題、予算の問題等、多くの

壁が存在いたします。会員の皆様には次年度にまたぐ

長期の事業となりますのでこれからもご理解と互助性

をお願いいたします。 

 

ロータリー財団表彰 

 
ポール・ハリス・フェロー 富田 清孝君 

 

幹事報告   -別紙-         幹事 岩田 進市君 

出席報告                委員 杦本 哲一君 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

４６名 ３０名 １６名 ７３．１７％ 

ニコボックス               委員  杦本 哲一君 

〇本日年間事業計画発表よろしくお願いします。 

冨永 典夫、南村 朋幸、岩田 進市、駒田 洋平 

各君 

〇本日奉仕プロジェクト常任委員会の計画発表をさせ

て頂きます。よろしくお願いします。 

沢田 昌久君 

〇本日、国際奉仕委員会の年間行事計画発表させて

頂きます。よろしく御願いします。 

杦本 哲一君 

〇公共イメージ向上常任委員会、R情報・ＩＴ委員会年間

行事計画発表させていただきます。 

猪子 明君 

〇来年度からの幼稚園名称が決まりました。「みどりの

風幼稚園」です。多数の応募ありがとうございました。

決定案は当 RC メンバーの奥様の案でした。 

加藤 義晴君 

〇本日発表させていただきます。 

岩田 進市君 

〇年間行事計画発表をさせて頂きます。 

北畑 祐二君 

〇冨永年度各委員長年間行事計画発表２よろしくお願

いします！ 

松岡 一成、庄田 元久、古田 嘉且、岩田 静夫 

長瀬 晴義、富田 清孝、木本 寛、近藤 道麿 

各君 

卓 話 

 
   公共イメージ向上常任委員会／Ｒ情報・ＩＴ委員会

    委員長 猪子 明君 

この度、公共イメージ向上常任委員会委員長並びに

R 情報・ＩＴ委員会委員長を務めさせていただきます猪

子明です。副委員長として田崎健一郎君、R 情報・ＩＴ委

員会委員として伊藤靖祐君、川崎良一君とともに一年

間委員会活動を行ってまいります。 

委員会活動内容としては、一般の人々にロータリー

についての情報を提供しクラブの奉仕プロジェクトと奉

仕活動を広報する計画を立て実施します。そのために

江南ロータリークラブの HP をリアルタイムにてアップし

て新鮮な情報を提供していきたいと思います。会報の

更新や例会スケジュール・事務局休みの情報を入れる

ことでメンバーから多く利用していただける HP となるよ

うに努めます。 

さらに機関雑誌の活用やマスコミによるロータリーに

関する報道や広告の増進がなされるよう努めます。ま

た、Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙへの登録数の向上に努めてまいります。

１０月にＭｙ Ｒｏｔａｒｙについてのクラブフォーラムを行う

予定です。よろしくお願いいたします。 

 

 

  
会報委員会 委員長 北畑 祐二君 

わたしは入会して３年目になるのですが入会時は途

中ではありましたが会報委員会に配属になりました。そ

して昨年度は会報委員会、そして本年度も会報委員

会・・・。 

会報委員会しか経験しておりません。 
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そんな私ではありますが本年度は委員長と言う重役

を頂きプレッシャーを感じています。 

今年度の会報委員会メンバーのご紹介をさせて頂き

ます。副委員長に佐藤弘夫さん、ご本人は「パソコンは

使えませんが」と言っておりましたが１年後にはバリバ

リ出来るようになっていると思います。 

早川一三さんは２年前の会報委員長と言う事で僕が

何も教える事はございません。 

尾関育良さんも会報経験者と言う事もあり今回の会

報校正でも細かなところまで訂正等のアドバイスを頂い

ております。 

山﨑博征君と横山史明君は若いメンバーであります

のですぐに覚えられると思います。期待しております。

１年間このメンバーを宜しくお願い致します。 

会報の役割としましては大きく３つあると思います。 

まず１つ目は本日も配布させて頂いております会報

の作成です。 

会報は例会時に配布となっておりますので１週間以

内に仕上げなくてはなりませんので本日の様に卓話を

担当されます方は必ず当日までに卓話のデータを事務

局へ送って頂きます様宜しくお願い致します。 

２つ目はこれも本日行っておりますが、卓話の動画

をＹｏｕＴｕｂｅにアップする事です。 

先日の駒田副幹事がこの卓話で言われていましたＹ

ｏｕＴｕｂｅ動画をメンバーが見られるようにしてほしいと

言われておりましたので本年度は会報の最後のページ

に前回の卓話がスマホで見られるように QR コードをつ

けてありますので例会後、もしくは寝る前にこっそりとみ

て頂ればと思います。 

最後に３つ目はとにかく写真を撮るという事です。こ

の会場以外での活動等もありますのでしっかりと写真

に残していきたいと思いますので宜しくお願い致します。 

 

 

 
奉仕プロジェクト常任委員会／職業奉仕委員会 

委員長 沢田 昌久君 

こんにちは。  

富永年度にて、奉仕プロジェクト常任委員長を仰せ

つかりました沢田昌久です。 

奉仕プロジェクト常任委員会は、私と森弘好さんの２

名で活動させていただきます。 

さて、奉仕プロジェクト常任委員会は、職業奉仕、社

会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の４つの委員会を包括

している委員会となっております。今回は各委員会の

委員長が、各々の活動プランについてお話があるかと

思いますので、自らが担当する職業奉仕について、活

動内容をお知らせしたいと思います。 

私はロータリーの求めるところの道徳的水準を高め、

あらゆる有用な業務は尊重されるべきであることから、

今年度は国防を担う航空自衛隊の活躍と新たな第五

世代の戦闘機の開発に励む、各務原航空基地の見学

を計画しております。 

まだ、詳しいアポは取れていませんが、航空基地を

見学することで、日本の航空産業の発展と自衛隊機の

進歩を垣間見ることができると信じています。 

これから一年間、他の委員会も含め、しっかりと活動

してまいりますのでよろしくお願いいたします。  

 

 

 
       社会奉仕委員会 委員長 近藤 道麿君 

社会奉仕委員会、委員長を仰せつかりました近藤道

麿です。メンバーは浅野安郎君、松岡一成君、早川一

三君の４人です。 

地元江南市、大口町に住んでおられる人々に奉仕活

動を通じてロータリークラブを認識されるよう努めていき

ます。 

本年度の計画ですが、毎年継続して行っております

江南市と大口町の障がい者スポーツ大会への協賛や

木曽川左岸流域清掃活動への参加をしていきます。ま

た、２０１６年にすいとぴあ江南に植樹した「ニュートンの

リンゴの木」のメンテナンスを造園業者に委託して管理

していきます。５月に行われた「ロータリー奉仕デー・カ

ーボンゼロ植樹事業」の折にリンゴの木を見に行きます

と、枝の表皮が削られて水苔の入った袋が被せてあり

ました。造園業者に確認しますと、取り木をしており、万

が一木が枯れた場合でも絶やさないようにしているとの

ことでした。しっかりと管理されています。 

本年度は新たに江南市社会福祉協議会が立ち上げ

たキッチンカーを使ったこども食堂の支援をします。この

事業は貧困家庭を意識しながら、地域の子どもたちに

食事を提供する「こども食堂」を市内全域で開催し、子

どもの居場所づくりや学習支援、地域の人々をつなぐ地

域交流拠点としての仕組みを構築しようと企画されまし



 

- 4 - 

た。江南ロータリークラブはこの取り組みに賛同し、社

会福祉協議会と何度も話し合いを重ね、支援を行って

います。 

８月２日より夏休み期間中、市内全小学校区１０カ所

でこども食堂と学習支援が行われます。それに向けて、

７月１３日にキッチンカーに貼るマグネット式看板や立て

看板、こども食堂で提供されるカレーピラフで使用する

お米１５０ｋｇを江南市社会福祉協議会へ寄贈しました。

その模様は中日新聞に報じられました。 

８月２３日には江南ロータリークラブと社会福祉協議

会がコラボしてこども食堂を波多野工務店さんの DIY P

ARK にて開催します。今年６月にオープンしたグラデニ

ングスタジオにキッチンカーを出動してカレーピラフやか

き氷の提供を行い、小学生６０名を対象に木製のおもち

ゃ作りのワークショップを行います。当日は午前１０時よ

り午後２時まで開催していますので、ご都合のつく時間

で奉仕活動の様子を見ていただき、こども食堂への理

解を深めていただけるとありがたいです。今回提供する

カレーピラフやかき氷を参加者にご用意していますので、

是非ともご賞味ください。こども食堂事業にご理解とご

協力をいただきますようお願いいたします。 

また、９月８日の例会に予定している奉仕プロジェクト

常任委員会のクラブフォーラムは江南市社会福祉協議

会のスタッフより江南市の貧困家庭の現状やこども食

堂についてお話ししていただく計画をしています。 

本日、贈呈式で寄贈したマグネット式看板で装飾され

たキッチンカーを皆様にご披露いたします。キッチンカ

ーを商工会館前に停めていますので、例会終了後ご覧

いただきまして、全員で記念写真を撮らせていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

 

 
 国際奉仕委員会 委員長 杦本 哲一君 

今年の国際奉仕委員長を務めさせて戴く杦本です。

副委員長に熊澤治夫君、委員に濱島聡一朗君、曽根

竜治君を迎え活動させて頂きます。 

今年の計画要項として 

① 江南市及び大口町の国際交流協会と連携につ

いて 

 

・江南市 

８月２１日（日）１０：００～１２：００ 第２７回 国際交流

フェスティバル(江南市民文化会館) 

 

メイン行事のスピーチコンテスト（小３～大人 出場１

１名）、審査員（９名）の内、１名に当クラブに協力要

請が来ております。会長、幹事宜しくお願いします。 

 

・大口町 

８月１２～１７日 海外派遣（注～大学生 全１２名） 

例年実施している 

 

令和元年実績 シンガポール・マレーシア 

令和２年～本年はコロナにより中止が決定され当ク

ラブが奉仕する機会に恵まれませんでした。 

 

② 第１０回ワールドフード＋ふれ愛フェスタについて 

 

令和５年４月１５～１６日（日） 久屋大道理公園で開

催予定です。新型コロナウイルス感染拡大にも鑑み

詳細はまだ決定しておりません。決まり次第、発表さ

せて頂きます。 

 

何卒、皆様の御理解御協力の程宜しくお願い申し上

げます。 

 

 

 
     青少年奉仕委員会 委員長 木本 寛君 

伊藤かね子さんを副委員長、私を委員長として青少

年奉仕委員会の年間行事計画について述べさせてい

ただきます。 

計画要項として地域の青少年の健全な育成を図る

為の共同奉仕活動に参加、協力する。青少年交換、

RYLA、ローターアクト、インターアクト等の参加者、過

去の参加者らロータリーファミリーとの親睦を深めると

いうことが挙げられています。 

計画要項に沿って活動をして行きます。 

また、先回の臨時理事会で決まりました青少年交換

事業についても、今月初めに皆様にホストファミリーと

してご協力頂けないか、ファックスで照会致しましたが、

一部協力頂けるという回答を頂きまして、進めて行きた

いと思います。青少年交換事業については、来年８月

以降に留学をされることになっておりまして、未だ事業
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として成立するのかどうか未確定ではありますが、今年

度はその準備を進めるということになります。 

１年間どうかよろしくお願いします。 
 

 

 
幹事 岩田 進市君 

本年度幹事を務めさせていただきます岩田進市です。

入会して８年になります。因みに、堀尾庄一会長年の５

０周年記念式典が私の体験例会でした。因みに、最寄

りの駅から会場に向かうホテルの送迎車の中で、歳の

離れた同期で先輩の濱島聡一朗君と自己紹介をしたこ

とを今でも鮮明に覚えています。 

さて、本日の卓話にて全ての委員長の方針、事業の

内容、意気込みを会員の皆様にお聞きいただきました。

本年は冨永典夫会長が掲げる「友情と奉仕の心で未

来の扉を開こう」をテーマに、各事業が委員長の方々を

中心に進んでいきます。その中で幹事として、何を、ど

のようにしたらいいのかなと考える次第です。定款細則

内規には幹事のお仕事がいっぱい任務として書かれて

います。知識、知恵の貧しい私にとって、生きた参考書

＝敬愛する諸先輩方のお知恵を聞きながら、諸業務を

行っていきたいと思います。また、執行部、役員、理事、

委員会、会員の皆様、一人一人にお声を掛けながらコ

ミュニケーションを取り、潤滑油（本業が油屋ですので

潤滑油）の役割に徹したいと思います。時には、「４つ

のテスト」を自問自答しながら精進していきたいと思い

ます。 

コロナもまだまだ予断を許しません。また世界情勢も

不安定です。その中で、私たちのできる楽しい、温かい

「イマジンロータリー」活動を実践していきたいと思いま

す。 

一年間皆様にはお世話になります。よろしくお願いし

ます。 

 

 

点 鐘               会長  冨永 典夫君 

 

 

 

 

 

本日の食事 

 
 

 

趣味の部屋 

 

 
冨永典夫君秘蔵のミリタリーグッズが展示されました。 
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委員会報告 

 
江南市社会福祉協議会に寄付した「江南キッチンカ

ーこども食堂」が例会会場にやって来ました。 

 
 江南市社会福祉協議会の伊藤様と鈴木様がキッチ

ンカーへの寄付のお礼のご挨拶にいらっしゃいました。 

 

  

 

  

 

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 尾関 育良・横山 史明） 

 

 

Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹの登録はこちら 
※初めての方は 

アカウントを作成してください。 

※アカウントがある方は 

 ログインしてご覧ください。 

ROTARY ２７６０ 

アプリダウンロードはこちら 


