
 

 

 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 冨田盛義 幹事 神谷恵理 会報 中川清子   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

ロータリーは機会の扉を開く 

本日 第 822 回 2021 年 6 月 1 日(火曜日)795 号 

＜本日のプログラム＞ Today’s Program   
    
点鐘 
ロータリーソング 「君が代」「奉仕の理想」 

 
 

 

 

 
前回 第 819 回例会 2021 年 5 月 11 日（火曜日)記録 

 
                                                        

 

 

 

＜会長挨拶＞   
 

                               
                                     ハンバーグステーキセット 

   

     愛知長久手ロータリークラブ 

 

会 長  冨 田 盛 義 
 

 

皆さんこんにちわ。皆さんゴールデンウィークは如何でしたでしょうか。蔓延防止法が発令されており、窮屈

な休みを過ごされていたと思います。私は、義父が有料老人ホームに入居をするため、毎日実家をで荷ずくり

しておりました。又、我が家において必要なものを 

持って帰って来たため自分の家は足の踏み場もないような状況でいまだにゴチャゴチャな部屋で過ごしており

ます。引っ越しはスムーズに運びましたが、荷解きは家具の置き場でもめて収め先でもめて私は、右往左往す

るばかりでした。老人ホームからはこの時期ですので部屋に空気清浄器を置いてほしい要望があり調べてみま

した。最近の売れ筋は、パナソニックのジアイーノ・シャープのプラズマクラスター・アメリカ輸入のエアー

ドックの 3 点が人気であることが解り、私はジアイーノを購入しました。部屋は 45 ㎡ありますが 20 ㎡の物を

購入しました。50 ㎡の物はかなりの大物で音がうるさそうなので。又価格も 15 万位が 30 万近くに成る為ケ

チりました。結局購入して思ったのは、空気が目に見えるものでもなく心理的に納得できれば高価な物でなく

ても安価な物で十分安心できると確証しました。皆さんはどう判断されますか。今後もコロナは続きます。感

染には充分気を付けましょう。 
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愛知長久手ロータリークラブ 
２０２０－２1 

WEEKLY 

卓話：次年度行動予定表 

進行：次年度会長幹事 

 

員 総 数 16 名      出 席 者 13 名    出 席 率  81.25%      



 

【米山奨学生 奨学金支給】                    【PHF 1 認証式授与】 

                       

                       

                        

                       

                       

                       

【祝福】 

 

 

 

 

 

 

■ニコボックス委員会■ 

  

・本日もよろしくお願いします。皆様ようこそいらっしゃいました。楽しい例会を          冨田盛義 

・森さんようこそおいで下さいました。田中さんお誕生日おめでとうございます。          神谷恵理 

  許さんこれから宜しくお願いします。皆様宜しくお願いします。 

・お誕生日お祝いありがとうございます。                            田中信子 

ユヘイさん・森さんようこそ愛知長久手ロータリーへ。楽しんでいって下さい。         

・田中さんお誕生日おめでとうございます。                           伊藤広治 

ソニー生命保険㈱森様ようこそ。許ユヘイさんようこそ 

・ユヘイさんようこそ。東風氏一年よろしくお願いします。                    日野典子 

ゲストの森さんどうぞゆっくりしていって下さい。田中さんお誕生日おめでとうございます。 

・久しぶりの例会、皆さんに会えることが楽しみ。                        大島昭夫 

・ソニー生命森克也様ようこそおいでいただきありがとうございます。2021-22 米山奨学生      山田文明 

  許ユヘイさんようこそ。地区研修協議会報告よろしくお願いします。田中さんお誕生日おめでとう。 

・本日は田中さんお誕生日おめでとうございます。ソニー生命森様、米山奨学生ユヘイさんようこそ   中川清子 

 おいで下さいました。ゆっくりしていって下さい。                       青山和成 

・ソニー生命保険の森さんようこそお越し頂きました。本日も宜しく御願い致します。 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                              伊藤 真  

・ユヘイさん、森さんようこそ‼楽しんでいって下さい。                                   小笠原多恵 

・本日もよろしくお願いします。                                        大橋良宣 

・田中さん誕生日おめでとうございます。本日の宜しくお願いします。                       寺島五雄 

    

＜幹事報告＞ 

① 本日例会終了後、第 11回理事役員会がございますので、よろしくお願いいたします。 

 

② 次回例会 5/18（火）は持ち出し例会となります。場所は「リストランテ エスト」集合時間 11：15までにお越し下さい。 

 

＜卓 話＞           「地区研修協議会報告」             

 

【公共イメージ向上委員会】  小笠原多恵 

 

ロータリーの公共イメージの向上とは、認知度の向上、会員増強、寄付の増加、パートナーシップの拡大 

 

向上とはより多くの人にロータリーを正当に知って頂き、より良いイメージを持って頂く事は、我々ロータリアン

にとっても喜ばしいことです。 

ロータリーに対して良いイメージを持って頂ければ会員増強にも繋がります。会員が増えれば自ずと、財団などの

寄付も増えますし、団体ボランティアなどのパートナーシップも増え、さらに奉仕プロジェクトの拡大にも繋がり

ます。また、奉仕プロジェクトが増えれば、ロータリーの公共イメージの認知度が向上できます。 

そして、ロータリーのさらなる発展に繋がっていきます。 

2021-22 年度米山奨学生 

許 ユヘイさん 出身:台湾  

 

 田中信子  5月 10 日 

 

   

   

              

    



【防災対策委員会研修会報告】   青山和成 

 

 防災対策委員会では加藤定伸委員長からの報告で常に震災に対しての対策や準備を行っておく必要があるとのこと

でした。もしも記憶にも新しい東日本大震災の地震が起きた場合、自衛隊や自治体、国からの避難所など３日から１

週間くらいしないと設置されない状況らしいです。 

大震災が起きた場合に行う対策は①自助（自分で身を守る行動）②共助（近隣の方と協力して行動）③公助（自衛隊や

自治体、国からの支援を受けての行動）の３つがあり、やはり一番大事なことが①の自助の自分自身で身を守り対策

を考えておくことが大切だそうです。 

今一番、気を付けなければいけないと言われている震災が南海トラフ巨大地震だそうですが静岡県から宮崎県にかけ

て伸びているプレートとフィリピンから来ているプレートのズレで生じる地震が、いつ起きるか分からないが必ず発

生すると言われているそうです。予想死傷者数は２３万人、被害総額は２百２０兆円とも言われ今後３０年以内に大

地震が起きる可能性の確率は７０％から８０％だそうです。過去に起きた大きな地震の回数から算出すると４００年

の間に３回ほど起きており目処としては２０３５年あたりではないかとも言われているそうです。自分の生きている

うちは大丈夫だとは考えず常日頃から個人でも会社でも大震災に対する対策を考え準備することが大切です。 

そして、このロータリーのネットワークを最大限に生かした取り組みも真剣に考えて行かなくてはいけないと考え

定期的に委員会を開催して皆さんの意見や考えを多く寄せて頂きたいそうです。そして各クラブにおいて卓話の際に

呼んで頂きお話もさせて頂きたいとのことでした。 

 

【危機管理委員会報告】      日野典子 

 

私もこの話を聴いて驚きました． 

2004 年に大阪世界大会で留学生に対するセクハラが暴露されました。 

それについ RI は留学生を虐待、ハラスメントから守る為に青少年交換プログラムの実施をつくりました。 

ここから 2016 年に RI は青少年保護の手引きと言うものができたのです。 

 

ロータリーはロータリー活動に参加するすべての青少年を全ての虐待から守るために最善を尽くす。 

危機管理の範囲を IA RA RYLA その他地区委員会、クラブ事業にまで拡大 72 時間ルール 虐待やハラスメントの 

申し立てがあった場合 72 時間以内に RI 本部に連絡 

世界のロータリーの認知度はどの様なものかインド、ナイジェリア、台湾は国民のほとんどがロータリーを知って

います。ですが日本の認知度５８%です。実際にはもう少し低いのでは無いかと思われます。 

昨年 2 月にロータリーの認知度アンケート調査を行いました。2000 人の成人男女を対象にインタネットアンケート

をした所、やはり一般の人達の認知度は低くかったです。ですが、マスメディアなどの認知度は高かった事から、

ソーシャルメディアを含めこれからもっと認知度を増やすには、 

マスメディア・ソーシャルメディア・ウェブサイト・出版物・会員の活動や地域社会への参加 

が必要だと思われます。 

これからの地区公共イメージ向上委員会方針は、メディアへの対応、My Rotaryの登録率アップと活用方法の周

知、WFF の全力サポートを重視していきたいです。 

新事業で、愛知県警とロータリークラブで防犯啓発パネルの作成設置を計画しています。 

これが実現する事で、ロータリーマークと愛知県警マークが一緒に愛知県内の看板に設置されるので、ロータリー

の知名度が上がり、公共イメージの向上にもなるので、頑張っています。 

他にも国際ロータリー第 2760 地区の活動 2020-21 年度の冊子などを公共施設に設置しております。 

 

【国際奉仕委員会研修報告】   小笠原多恵 

 

国際奉仕活動には、環境保全が増えました。 

コロナ禍で国際奉仕事業が衰退している状況です。 

今年度は、地区補助金を６クラブ。約１５クラブ単独で受けました。 

次年度に向けて、チェンジロータリーという事でクラブを変えて行く。これからはインパクトのある奉仕事業をし、

クラブの活性化をして行きたいです。このコロナ禍ですが皆様の沢山の知恵を絞って年々出来ることを増やしてい

きたい。沢山の国が待っています。 

その為に、ロータリー奉仕デーがテーマになっているので、少しでも沢山のクラブに参加してほしいです。二つ以上

のクラブでの参加が理想。 

ロータリーファミリーでは、ローターアクター・インターアクター・ライラリアン・青少年交換学生・米山奨学生 

があります。 

皆様から頂いた支援金はロータリーの年度末に、WF と DDF に分けられ、3 年後に戻り、DDF がクラブや、地区や財団

のプロジェクトの為に活動できるのと、DDF の半分までが、地区補助金として使用でき、残りをグローバル補助金、

ポリオ、ロータリー財団、奨学生、青少年交換学生に使われます。 

その中には、平和と紛争予防・疾病予防と治療・水と衛生・母子の健康・基本的教育・地域社会の経済発展 

環境これらが含まれます。 

国際奉仕が苦手なクラブもあると思いますが皆さんと一緒に協力し合って行きたいです。 

 



 

2020 年 6 月 

安全ガイドラインと地区危機管理計画の策定が出来た。 

次年度の方針 

実際の危機の発生を想定した訓練、シュミレーションを実施その結果を検証しより実際に役立てたい。 

内容はこの様な物でした。 

 

【防災対策委員会報告】      日野典子 

 

愛知県の防災取り組みに対する地域防災力向上の相互協力に関する協定 

と言う物が取り決められています。 

 

愛知県はロータリー2760 地区と相互の連携強化をはかり大規模な災害時に備える協定を結んでいます。 

 

私たちはあまり知られていない危機管理の取り決めや防災に対してもロータリーが愛知県と深く関わり協力しながら

災害に備えているのだと確信致しました。 

 

【ロータリー財団】        寺島五雄 

 

ロータリー財団はロータリーアンから寄付で支えられ、ロータリアンが特定したプロジェクトに資金を提供する唯一 

の財団です。ロータリー財団が推進する資金管理委員会、資金推進委員会、補助金委員会、ポリオ/職業研修チーム 

委員会、グローバル奨学生、平和フェロー委員会の 5 つの小委員会を設け活動してる。 

2021-22 年度のロータリー財団の優先事項として第 1 の優先事項ポリオ根絶、第 2 の優先事項 2025 年までに 

恒久基金の 20 億 2.500 万ドルとし、年次基金とポリオプラスへの寄付を増やすこと。第 3 の優先事項ロータリーの補

助金によってもたらせる測定可能なインパクトを高まること。 

資金管理委員会は、地区とクラブとの間で諦結した覚書（MOU）に則り、財団補助金に関してのすべてを管理すると

共に、ロータリー財団セミナー・ロータリー財団補助金セミナーを援助します。 

資金推進委員会は、ロータリーか活動の活動資金を集めるため会員の皆様に寄付をお願いする。  

① 年次基金：一人 150 ドル以上の寄付⇒寄付ゼロクラブを継続する。 

② ポリオプラス基金：一人 30 ドル以上の寄付⇒寄付ゼロクラブを目指します。 

③ 恒久基金：各クラブベネファクター1 名あるいはクラブで 1,000 ドル以上の寄付。 

④ 大口寄付（一括で 10,000ドル以上）地区で 5 名。など目標としている。 

 補助金委員会は、地区補助金について 2021-2022 年ルールとして 

① 申請書の締め切りを延長した 2021 年 4 月 20 日（火） 

② 事業終了の期日を延長しました 3 月 31 日（木） 

③ 報告書の最終締め切り期限 2022 年 4 月 20 日（火）報告書の提出期限は、原則事業終了後 2 か月です。 

 ポリオプラス/職業研修チーム委員会は、ポリオ根絶活動のお手伝い等を行っており昨年は開催できませんで 

したが「ワールドフード+ふれ愛フェスタ（WFF）」での募金活動を予定しています。 

 グローバル奨学生・平和フェロー委員会は、地区のグローバル補助金を活用した「グローバル奨学生」と 

「平和フェロー」の候補者の募集、選考と候補者による補助を行います。 

 

 

 

 

 

 

6 月 5 日(土) 6 月 15 日(火) 6 月 22 日(火) 6 月 29 日(火) 

創立 20 周年記念例会 年間回顧 最終夜間例会 規定休日 

（名古屋東急ホテル） （トヨタ博物館） （未定）  


