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人類に奉仕するロータリー

この会報は、地球環境保全に考慮し再生紙を使用しています。

第2970回例会プログラム
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ト
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刈谷市中央図書館
１．例

館長

ゆたか

江坂

隆 様

会………〈司会：プログラム委員会〉

12：28

１．チャイム

12：30

２．点

鐘……〈会

出

長〉

３．開会宣言
４．ロータリーソング斉唱……四つのテスト
５．講師・ゲスト並びにビジター紹介
６．食 事
12：45

７．会長挨拶並びに会長報告
８．刈谷市中央図書館へロータリー文庫贈呈
え さか

…館長 江坂

席

会員総数

91名

出席免除

24名

出席義務者＋免除者の内例会出席者 84名
欠 席 13名
出席率 84.15％
前々回（５／15）の修正出席率 100％

刈谷市中央図書館へロータリー文庫贈呈

ゆたか

隆 様

９．幹事報告
10．出席報告
11．委員会報告
12．ニコニコボックス報告
13．次週並びに次々週のプログラムの予告
（６／５）……
卓話「脳のトラブル
…最悪のケースを未然に防ぐ」
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
脳神経外科教授 加藤 庸子 様
（紹介者 杉浦世志朗 会員）
（６／12）……クラブ協議会
次年度委員会別事業計画の検討
講師

２．地区出向者アワー……杉浦 文雄 会員
13：00
（地区社会奉仕委員会副委員長）
３．クラブフォーラム……〈青少年奉仕委員会〉
13：15 卓話「私の留学～ 8月から今まで」
講師 青少年交換学生
シェビラード・ランズ さん
（紹介者 小川 耕示 会員）
14．謝 辞
15．点 鐘……〈会
16．閉会宣言

会

長

報

告

１）５月22日（月）、刈谷市観光協会通常総会に出席
して参りました。
２）５月25日（木）、刈谷市社会福祉協議会理事会に
出席して参りました。
３）５月28日（日）、姉妹都市ミササガ市のミササガ
市民団歓迎パーティーが開催され、出席して参りま
した。

長〉

（1）

幹

事

報

「おとっつあんが座ってるんだ」

告

１）５月23日付で蓮見昌孝会員が退会されました。刈
谷 RC の会員数が91名となりました。

と、どうしようない親バカぶり。
やっと息子を湯へいかせ、女房とあれこれ話している
と、突然、女房がすっとんきょうな声をあげた。息子の

２）本日例会終了後、事務局にて理事会を開催致しま
す。ご関係者のご出席をお願い致します。

紙入れの中に大金を見つけたのだ。小遣いにしては多す
ぎるから、二人は心配になってきた。
ひょっとしたら店の金に手をつけたんじゃないだろう
か。
湯から帰ってきた息子を熊が問いつめると、悪い病気
がはやっているから、ネズミを捕まえては番所へ届けて

委 員 会 報 告
●ロータリー財団委員会
１） 次週６月５日の例会で、今年１年の皆様からの
ご寄付を終えさせて頂きます。
“人類に奉仕するロー
タリー”を実践する為、ロータリアンとしての自覚
と誇りを持ってご寄付を頂けると幸いです。よろし
くお願い致します。

いた。そのうちにほうびの懸賞に当たり賞金をもらった。
とりあえず店の主人に預け、薮入りだから親に渡してこ
いと言われたのだという話。熊も女房もほっと胸をなで
おろす。
「まあ、そうかえ。ごらんなお前さん」

●米山記念奨学委員会
１） 来週６月５日例会で、今年１年の皆様のご寄付

「何を言ってやがる。てめえが変なことを言うから俺
だって。へえ。ネズミの懸賞でとったのか。うまくやりゃ

を終了させて頂きますので、まだご寄付をされてい
ない方はご協力をよろしくお願いします。

あがったな。これからもご主人を大切にしなよ。これも
やっぱり忠（チュー）のおかげだ」

会長あいさつ

地区出向者アワー

落語“薮入り”

ラオス「水と衛生」プロジェクト報告
加藤

哲也

薮入りでしばらくぶりに息子が奉
公先から帰ってくるという前夜、熊
と女房は寝床に入ったもののなかな

杉浦 文雄 会員
（地区社会奉仕委員会副委員長）

か寝つかれない。奉公に出た子供は
数年たってやっと、盆と正月の二度
の薮入りのときだけ家に帰れるとい
う時代だから無理もない。とくに父
親の熊は寝るどころではない。
子供の好きな食べ物をいくつも並べたて、女房にあれ
もつくってやれ、これも買ってこいとうるさいのなんの。
食べ物のリクエストがすんでもまだ夜が明けないから、
今度は息子と一緒に出かける場所を選びだす。近所の挨
拶回りから始めて、品川、横浜、鎌倉、はては伊勢参り
まで。それでも、まだ夜が明けない。
今から飯を炊けだの、湯へ連れていこうだの夜っぴい
て話をしているうちにようやく朝。熊はふだんしたこと
もない家の前の掃除を始め、そわそわと待ちきれない様
子。
そこへ、息子の亀が帰ってきた。

ビエンチャン県・ポンホン郡・ポンソンブン村小学校 2017年2月3日

「ごぶさたをいたしました。ご機嫌よろしゅうござい
ます」
「これは口汚しですが」
と、
やたらと行儀のよくなっ
た息子に、熊はびっくりして口がきけない。
そのうち、何を思ったかカゼをひいたときに、息子か
らもらった便りのことを話しだし、あのときはうれし
かったと一人で感きわまって泣きだしてしまった。涙で
目が開けられなくて、子供の姿が見えないとくる。やっ
と顔をあげて、
「おお、ぐーんと大きくなって俺の倍はある」
奥が今回のタワー

（2）

コーディネーター 円谷 さん

地区 国際奉仕 鈴木委員長、手前 前杉浦委員長（豊田 RC）・田原のガバナー補佐が団長

村の風景

タンクから運ばれた水、蛇口施設にならぶ子供達

タワーの下で子供達と記念撮影

2月4日

ビエンチャン

元駐日大使との食事会

1971年に日本などの支援により完成したナムグムダム

卓

ビエンチャン

プラザホテル

ラオスの踊り、レストランにて、元大使のはからいで日本の曲も演奏

ナムグムダム湖 リゾート地 ここの電力でラオスをまかない→タイにも売電

話

「私の留学～８月から今まで」
講師 青少年交換学生
シェビラード・ランズ さん
こんにちは。私は今年のカナダか

かな」とか「私の言いたいことをちゃんとに伝えれるか
な」って心配しました。でも、みんなは本当に優しかっ
たから良かったです。
今まで学校でたくさん友達できました。同じ学年の子
だけじゃなくて卒業した３年生も新３年生も新１年生も
仲良くなれました。私は元々シャイなので友達作るのは
ちょっと難しいですけど、できました。

ら留学生シェビラード・ランズです。
この数ヶ月に日本は私の１番好きな国になりました。
８月24日に日本に着きました。その
どこへ行っても景色が綺麗ですし、人がとても優しいです。
日から毎日楽しみしていました。最
初は思ったより暑かったですけど生
き残りましたから良かったです。今
年の夏も頑張ります。
１日目から学校は楽しかったです。先生たちも生徒も

こんな大切な思い出作れるようにしてくれた刈谷ロー
タリークラブ、本当にありがとうございました。
７月の末にカナダに帰りますけど絶対また日本に来ま
す。

みんな日本語で喋りました。日本にいるからそれは当た
り前だったけどそれでも、わ！すごいと思いました。最
初は緊張していました。
「人が何言っていること分かる

今から私が作った動画を見せたいと思います。この動
画は去年の８月から12月の写真が入っています。この動
画でどんな留学ができたか分かると思います。
（3）

第12回理事会
Ⅰ
Ⅱ

会長挨拶
議
題

〈会

長〉

１．６月のプログラム（案）について
〈クラブ奉仕委員長〉
〈プログラム委員長〉
２．夕食例会について
〈クラブ奉仕委員長〉
〈親睦活動委員長〉
３．新入会員について
〈幹 事〉
４．
「わたしの刈谷展」協賛について
〈社会奉仕委員長〉
５．その他
Ⅲ

（4）

会場監督の所見

