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３月は、識字率向上月間です。さ
きにカンボジア学校建設に協力し
たのもこの一環と考えて良いので
は。
２/１９には、初めてのワイン同好
会に参加させて貰い、おいしいワイ
ンをご馳走になり、また同好会規約
もいただきありがとうござました。
最近日本でも、ワインはポピュラー
になってきて、料理用に使うものから一本何十万円以
上するものまで、ピンからキリまであります。３０年程前
の話ですが、世界最高のワインに保険をつけたお話。
ニューヨークで古物商を営むＭ氏、さきにロンドンの
オークションで1929年もののシャトー・ムートン・ロスチャ
イルドの大瓶を７１１０．９ドルで手に入れたＭ氏は、そのワ
インに保険をかける事になったが、その保険金額は、
当時史上最高のものとなった。保険の引受けを行った
のは、ロンドンのフィニックス保険会社で、そのワインを
ロンドンからニューヨークまでの輸送をカバーする
オールリスクポリシーで引受けが決定した保険金額は
７２００ドル。保険料は、３６ドル。ワインの専門家は、この
Ｍ氏の勇気と賢明を称賛する一方、1929年のムートン・
ロスチャイルドは、当時飲む事のできるボルドー産の最
高級の赤ブドー酒であると折紙をつけている。Ｍ氏も
「芸術と同様にワインにも古典がある。ワインにとっ
て、1929年２０世紀では最も良い年である事を知って
いたし、又ムートン・ロスチャイルドはブドウが最も良
かった1929年に醸造された。いう事も知っていたから
入札した」と述べ、同時にこのムートン・ロスチャイルド
のワインは、現在（当時）世界で一本しか残っていない
1929年もののワインだと指摘している。さて、ロンドン
から無事ニューヨークの自宅に届いたワインをＭ氏は
一体どうしたのだろうか。Ｍ氏は、そのワインをＭ氏夫
妻の第十回目の結婚記念日に飲まれたそうです。Ｍ氏
は、奥さんへの結婚記念プレゼントにグラス一杯あたり
３００ドルもするワインを買ったわけですね！
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春木和美

平成26年３月５日（水）
第1099回（当年度第32回）例会

◎例会場

◇クラブ会報委員長

石原稔久

３月のお祝い事
◎会員誕生日おめでとう
飯盛靜男君（１６日） 鹿島兼一君（１７日）
森 眞君（１８日） 田宮 均君（２０日）
林 倫子君（２６日）
◎会員夫人夫君誕生日おめでとう
松本由美子様（４日） 尾関利恵子様（１０日）
西岡真弓様（１１日） 森 美佐子様（２３日）
加藤真理子様（２５日） 長谷川伸実様（３１日）
◎結婚記念日おめでとう
大森 進夫妻（７日） 野田義広夫妻（１４日）
山中建策夫妻（１５日） 梶原誠二夫妻（１８日）
小島三男夫妻（２１日） 飯盛靜男夫妻（２６日）
内田泰潤徳夫妻（2６日）
会 員 総 数
会員出席

４４名

出席会員数

３５名

他クラブ出席数

１名

修正出席率

前々回
（2/12）

状況報告

８１．８２％
９０.９１％

第１０９８回（当年度３１回）の記録
□平成26年２月26日（水）18：00～
□会場 一宮商工会議所３Fホール
□開会の点鐘 柴田会長
□出席・ニコボックス報告 野田副委員長
□ワイン同好会お礼 石原幹事
□ＩＭお礼 小島ガバナー補佐・加藤実行委員長
□ＩＲＧ会案内 梶原幹事
□幹事報告
＊他クラブの例会変更＊
尾西ＲＣ
犬山ＲＣ
名古屋守山ＲＣ
名古屋ｱｲﾘｽＲＣ
名古屋北ＲＣ
名古屋東ＲＣ
名古屋城北ＲＣ
名古屋空港ＲＣ
尾西ＲＣ
名古屋城北ＲＣ

受付時間

11：30～12：30

3/10（月） 尾西信用金庫本店１F
3/11（火） 名鉄犬山ホテル
3/1２（水） 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ２F車寄せ
ＡＮＡクラウンプラザホテル
3/12(水）
グランコート名古屋１F
3/14（金） 名古屋東急ホテル
3/17（月） ウェスティンナゴヤキャッスル
3/18（火） 名古屋栄東急イン１Ｆロビー
3/24（月） キャッスルプラザ
3/24(月） 尾西信用金庫本店１F
3/25（火） 名古屋栄東急イン１Ｆロビー

名古屋丸の内ＲＣ 3/27（木） 名古屋クレストンホテル９Ｆ
あまＲＣ
3/31（月） 名鉄グランドホテル11Ｆ

３月は識字率向上月間です

カンボジア奉仕活動報告

ニコボックス（ＡＢＣ順）

伊藤恒二郎君 ・ 猪子裕史君 ・ 梶原誠二君

☆春木和美君
２月２２日のＩＭ、みなさんお疲れさまでした！終わった
あとの笑顔の記念写真が成功を物語っているようで
すね！ありがとうございました。
☆今井多美子君
ＩＭおつかれ様でした。風邪が流行してます。皆さん、
風邪に負けないように頑張りましょう。
☆猪子裕史君
今日も元気です！
☆岩田真周君
皆様、ＩＭおつかれ様でした。
☆梶原誠二君
例会に出席できたので。
☆加藤辰己君
ＩＭ、よかったですね。皆様の大健闘、ありがとうござ
いました！
☆加藤恭章君
例会に出席できたので。
☆小島三男君
西尾張分区ＩＭ開催に際し、皆様のご協力により大成
功する事が出来あらためて当クラブのすばらしい友
情に感謝！！
☆松前裕己君
例会に出席できたので。
☆松前憲典君
ＩＭの大会が、皆様のご尽力で成功し、心からお祝いを
申し上げます。
☆松本正暢君
ＩＭ、ごくろうさまでした。楽しく、そして立派な会でし
た。
☆松岡正浩君
本日、第２回予定者会議、無事終りました。おつかれさ
までした。
☆森 明美君
ＩＭでは、皆様ありがとうございました。
☆森 俊一郎君
加藤辰己ＩＭ実行委員長はじめ、皆様ご苦労様でした。
☆尾関一之君
健康であることに。
☆佐藤祐造君
例会に出席できたので。
☆柴田裕市君
２月２２日のＩＭは、クラブ会員皆様の絶大なるご協力
により大成功に終わりました。ありがとうございまし
た。今後は、会員増強に宜しくお願いします。
☆白木公明君
西尾張分区ＩＭには、一宮中央ＲＣの皆様に大変お世
話になり、有難うございました。研修会あり、笑いあり
、楽しい会食あり、すばらしい一日でした。皆様に感謝
申し上げます。
☆山田秀代君
今日は、国際奉仕委員会の報告させていただきま
す。宜しくお願いします。
☆ワイン同好会参加者一同
去る２月１９日、記念すべき第１回ワイン同好会が開催
されました。剰余金をニコボックスさせていただきま
す。

カンボジア奉仕活動報告
梶原誠二君
平成25年11月10日（日）・11日（月）一宮中央ロータリーク
ラブ国際奉仕活動の一環として、カンボジアにおける奉仕
活動を実施してまいりました。山田委員長をはじめ総勢12
名でカンボジア・シェムリアップのバイヨン中学校、コック
ルール小学校、シェムリアップ州教員養成校を訪問しました。
私は今回初めての参加で、前年度の永田国際奉仕委員
長の報告を例会で聞いて、是非とも自分の目で見て、肌
で感じてみたい。カンボジアの子ども達の様子を是非知っ
てみたいと思い、今年度参加させて頂くことにしました。
事前に何度も打ち合わせ会を行い、それまでの経験と熱
い思いを永田さん伊藤さん大塚さん達に色々とご説明頂
きました。もちろん知らない事ばかりで、現地の子ども達
の様子から施設の様子、細かい事ですが、現地では紺色
のボールペンで基本書くとか、気候、食事など一つ一つ丁
寧に教えて頂きました。
今回の奉仕活動支援品として、中学校校舎に寄贈用の
一宮中央ロータリークラブプレート、ＬＥＤソーラーライトを
600個、紺色ボールペン400本、3色ボールペン300本、ノー
ト300冊など他にも遊具等を参加者で手分けして現地に持
参しました。寄付金については一連の現地活動をＪＳＴ（ア
ンコール遺跡の保全と周辺地域の発展のための人材養成
支援機構）でお世話になっているご縁から、金20万円をＪＳ
Ｔ代表チア・ノルさんに託しました。
ＪＳＴの活動についてはホームページで詳しく案内され
ていますが、一部を紹介させて頂きますと、ＪＳＴでは遺跡
と村の共生を目指し、人材の養成、インフラ整備、子供たち
への教育支援など、様々な活動を行なっています。また、
協力団体の紹介では東京新橋ＲＣ、東京レインボーＲＣ、塩
釜ＲＣ、常滑ＲＣ、をはじめ多くの各種団体が協力をされて
いるようです。直近のブログでは、識字率向上プロジェク
トとして2014年1月14日に、東京新橋ＲＣと東京レインボーＲ
Ｃの方々が、シェムリアップを来訪され、農村地域の小学校
10校、3,400人の生徒に文房具（全校生徒分）と本棚と絵本
を贈られました。両ロータリークラブでは、この活動を3年
間続けていらっしゃるとの事。という紹介が掲載されてお
りました。
私達が今回コックルール小学校へ訪問交流をしたとき
に、百数十名の子ども達が出迎えてくれました。どの子も
表情が明るく元気いっぱいの子ども達にふれあうと、何
かをしなくちゃ、やらなくちゃ、何が出来るだろうか、と強
く感じ考えました。
日頃から私の幼稚園では、『子ども達には体験する事が
なにより重要である』という考え方を実践しております。
改めて自分自身がロータリークラブに参加させて頂いた
ことで、奉仕の体験をさせて頂き、実際に目で見て肌で感
じる事の重要性を再認識し、心が熱くなるのを感じました。
参加させて頂く機会を与えて下さった多くの皆様に感謝
し、御礼を申し上げます。ありがとうございました。

次回３月１２日（水）の予定
一宮ローターアクトクラブ活動報告
会長 岩瀬 亮君
幹事 仲山拓次君

