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ロータリー：変化をもたらす
地区方針 「今日からロータリーを楽しもう！」
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●創立1990年10月31日 ●承認1990年11月16日 ●事務局
●例会日時 毎週水曜日(ＰＭ６時～７時)
●例会場 一宮商工会議所ビル３Ｆホール
◇会長
◇会長エレクト 伊藤恒二郎 ◇副会長

平成30年3月7日（水）
第1278回（当年度第29回）例会
本日のプログラム
一宮ローターアクトクラブ活動報告
会長 伊藤
翔様
幹事 宮田 美香様
第1277回（当年度28回）の記録
□平成30年2月28日(水)18：00～19：00
□会場 一宮商工会議所ビル3Fホール
□開会の点鐘 林副会長
□ロータリーソング「四つのテスト」
□ゲスト 青少年交換学生 レアンさん
□副会長挨拶
林 倫子
17日間の平昌（ピヨンチャン）冬季オリンピックが閉
幕しました。終わってみれば日本が獲得したメダルは
13個、史上最高となりました。
しかし世界はすごい。メダル獲得数では１位ノルウ
エーの39個を始め、日本は11位。大好きなフィギュア
スケート、羽生結弦選手は金、宇野昌磨選手は銀。宮
原知子選手も坂本花織選手も自己最高点だったにもか
かわらず、ＯＡＲ（ロシア）の15歳ザギトワ、そして
メドベージェワ等に及ばず4位、6位。
世界は広いし強いことを知りました。
もう一つ、私がハマった競技がカーリング。男子・女
子ともにテレビの番組表を調べ、カーリングにチャン
ネルを合わせました。まず、藤澤五月選手のストーン
を投げるときの表情が素敵。ホームの点の高い位置に
自分のチームのストーンを残す。先攻・後攻があり、
相手に不利になるよう邪魔をしたり、はじき出した
り。選手同士の競技中の作戦おしゃべりがかわいい。
「そだねー」競技中にお菓子タイムもいいね。
結果、女子は銅メダル。男子は８位。
次は東京オリンピック。また楽しみが増えます。
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３月のお祝い事
♪会員誕生日おめでとう
秋田敬治君 （ 2日） 飯盛靜男君 （ 16日）
林 嘉助君 （ 17日） 森
眞君 （ 18日）
林 倫子君 （ 26日）
♪会員配偶者誕生日おめでとう
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） 長谷川伸美様（ 31日）
♪結婚記念日おめでとう
大森 進ご夫妻（ 7日） 野田義広ご夫妻（14日）
梶原誠二ご夫妻（18日）井上雅樹ご夫妻（20日）
小島三男ご夫妻（21日）飯盛 男ご夫妻（26日）
□ニコボックス
☆ワイン同好会参加者一同
2月14日、ワイン同好会、無事終了しました。シャ
トーマルゴー最高！！残金をニコボックスさせてい
ただきます。
☆飯盛 男会長
皆様2月10日、IM御出席ありがとうごさいました。松前
先生、本日はカンボジアの件、宜しく御願いします。
☆林 倫子副会長
今日は石川さゆりショーに行きました。さすがプ
ロ、最高でした。
☆松前憲典君
一宮北RCのオークションに参加して、3点が売れまし
た。喜んでニコボックスさせていただきます。カン
ボジアの国際奉仕活動が順調にゆきますよう、よろ
しくお願い致します。
☆森俊一郎君
今日、一宮市民会館で石川さゆりさんに会ってきま
したが、やっぱり一宮中央ロータリークラブの女性
の方が、きれいです。
☆小野木宏君
例会に出席できたので。
☆小島三男君
カンボジア国際奉仕活動報告、楽しみに聞かせていただ
きます。松前国際奉仕委員長、ご苦労様でした。
☆加藤辰己君
皆さん、元気ですか～～。僕は病気で～す！
☆坂田義一君
先日のワイン会、シャトーマルゴーの味はいかが
だったでしょうか。次回も、おいしいワインを紹介
したいと思っていますので、お楽しみに。
水と衛生月間

☆永田 正君
松前委員長、カンボジア国際奉仕活動の報告、御苦
労様です。宜しくお願い致します。
☆今井多美子君
良いことがあったので。例会に出席できたので。
☆伊藤恒二郎君
本日、第2回予定者会議を行ない、いろんな御意見を
いただきました。次年度に向けて、一歩一歩すすん
でいってます。宜しく御願い致します。
☆梶原誠二君
例会に出席できたので。
☆松前裕己君
例会に出席できたので。
☆宮田浩二君
久しぶりの会です。カンボジア国際奉仕活動報告、
楽しみにしております。
☆尾関一之君
カンボジア国際奉仕活動、ご苦労様でした。
☆春木和美君
2月は今日でおしまいっ！28日までしかないと、なん
だか月末が慌ただしいですネ！
☆長橋國和幹事
先日は猪子さんご一緒ありがとうございました。ま
た本日は國府宮で裸男の下帯を締めてまいりまし
た。儺追布をいただいてきましたので帰りに一本い
ただいて下さい。
□地区出席報告
「2018年ロータリー財団補助金管理セミナー」
次年度国際奉仕委員長 松本正暢君
2月16日（金）名古屋東急ホテルにて、当セミナーが
開催され、伊藤エレクト、内田地区委員と共に出席。
１）ロータリー補助金制度を理解し、正しく活用してもらう。
・３年前の地区補助金より、戻ってくる資金を活用する。
２）ルールをしっかり理解して、人道的奉仕を含めたプロ
ジェクトに目を向けて更なる展開をしていく。
・募金活動をしてはいけない。地区大会、国際大会、創立
記念式典に使わない
・５００ドルを超えるプロジェクトには標識をつける。
・単なる寄付金事業や他団体が主催する事業に相乗りしない。
・資金使途不明の事業に使わない。また、事業内容を勝手
に変更しない
・前年と全く同じ相手先に前と同じ事業で場所を変えたり
相手先を変えたりしない。
３）申請の仕組みを理解してもらう
・１月受付開始（３月受付終了）
事業は７月から２月までに終了の事。
・申請の流れ
４月 クラブへ申請内容を確認
５月 DDF審査会
６月 一括申請
７月 ロータリー財団にて認定
８月 ドル建てにて振込
・前年度地区補助金事業の最終報告書をロータリー財団に
提出すること。
４）最終報告に関しての注意事項
・無利息型通帳、補助金専用口座の通帳を使用し、ネット
バンクを使用して、クラブ資金を活用しない。
・３月末までに提出して、写真はJPEG等で提出。
（Word、Excelに貼り付けない）
・出納帳がなく、収支が合わないことが多いので注意する。
・領収書に番号を振って報告の事。海外の領収書は日本語
に訳すこと。
・責任者を明確化し、連絡先を記載する。問い合わせが
あった場合に、事務局が書いたので知らない、という回
答がないようにする。

□会員卓話

「2017-2018カンボジア国際奉仕活動報告」
国際奉仕委員長 松前裕己君
一宮中央ＲＣでは2012年より毎年カンボジア シェ
ムリアップにある小学校･中学校において 給食や日本
製菓子の提供を行う奉仕活動を行っています。この地区
では給食がなく、家でも昼食の機会がない子どもが多い
です。栄養面から支援すべく、2014年には一宮中央ＲＣ
が校内にかまど舎を寄贈･設置して給食提供の環境整備
を支援してきました。
今回6回目となる訪問では、これに加えて、健康診断と
歯磨き指導をすることにより生徒たちの健康管理の面
でも支援を行うこととしました。バイヨン中学では健診
はほとんど行われていません。そこで、健診のために必
要な体重計、身長計、視力表、パソコン、歯ブラシなど
の器具を提供し、実際に検診を行いました。参加した
ロータリアンは医師1名、歯科医師1名を含む11名です。
具体的には、日本の小学校の学校検診にならって測定結
果を個人票（日本の様式）に記入していく形式を取りま
した。広い教室内に体重測定→身長測定→視力測定→歯
科検診→内科検診と各コーナーを配置して、それぞれの
部署で学校の先生とロータリアンが組になって個人票
にデータを記入していきます。現地の先生方が自分たち
でも検診を継続して行えるようにと考えました。
カンボジアの子どもたちは体重、身長とも同年齢の日
本の子どもたちよりも 1 SD以上低い子供たちが多
かったです。不十分な栄養が原因と思われます。一方で、
視力についてはほとんどの子供たちが1.5から2.0と高
く、日本の子どもたちに近眼が多いのとは正反対でし
た。今後は学校の先生たちで毎年全校生徒に健診を続け
ることで 生徒たちの健康管理に役立ててほしいです。
また今回は「ロータリーの1人が1本の植樹」という
テーマをシェムリアップの中学校の農園で実際に行い
ました。植樹本数は45本で、マンゴー、パパイヤなど果
実のなる木です。収穫した果物は食料としても利用でき
ます。炎天下の中50センチの深い四角の穴を掘って苗木
を植樹していきます。思ったよりも大変な作業でした。
大きく育ってほしいと思います。
今回の3日間の訪問で、給食・菓子・文具の提供、健康
診断、歯磨き指導、1人1本の植樹など多くの活動をする
ことができました。子どもたちは質素な生活を送ってい
ますが、とても礼儀正しく私たちを笑顔で迎え、素直に
喜んでくれました。来年もまた役に立つ国際奉仕活動を
進めていきたいと思います。
次回 3月14日（水）の予定
例会変更
社会見学例会
16：00～見学
医療法人 愛礼会
（バス利用 15：20一宮商工会議所ビル集合）
18：00～懇親会 浜木綿

