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奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

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3136回例会プログラム
［当年度＝13回目；当月＝３週目］

13：30

15．閉会宣言
16．散 会

2021年（令和３年）11月15日㈪
出
１．例 会………〈司会：プログラム委員会〉
12：00 〈食 事〉

席

会員総数 99名
出席免除 26名
出席義務者＋免除者の内例会出席者

12：28

１．チャイム

欠

12：30

２．点

前々回（11／１）の修正出席率 100％

鐘……〈副会長〉

３．開会宣言
４．ロータリーソング斉唱
……それでこそロータリー
５．講師・ゲスト並びにビジター紹介
６．副会長挨拶並びに副会長報告
はな い
あつし
７．新会員挨拶……花井
淳 会員
８．幹事報告
９．出席報告
10．委員会報告
11．ニコニコボックス報告
12．次週並びに次々週のプログラムの予告
（11／22）……休会（定款第７条第１節（d））
（11／29）……
卓話「あなたの大切な人が
認知症になったら」
講師

とみやすクリニック
院長 冨安
斉 様
（紹介者 石川 泰隆 会員）
※健康診断（職業奉仕委員会）



２．クラブフォーラム………〈ロータリー財団委員会〉
13：00

卓話「ロータリー財団プログラムについて」
地区資金推進委員会
委員長 佐野 彰彦 様
「刈谷市社会福祉協議会
くすのき園への支援品贈呈式の報告」
ロータリー財団委員会
委員長 角谷 広高 会員
13．謝
14．点

席

６名

出席率

90名

99.33％

副 会 長 報 告
１）2021―2022年度地区大会事務局より、先日の地区
大会参加のお礼状が届きました。多数のメンバーの
ご参加ありがとうございました。

幹

事

報

告

１）本日、花井淳会員が入会されましたので、会員総
数は98名から99名となります。花井会員は会場委員
会の配属となります。

委 員 会 報 告
●社会奉仕委員会
１）本年度の地区方針であります「カーボンゼロ対策
への支援」活動の一環として、市内にありますト
ヨタ車体株式会社様が製造する超小型電気自動車
COMS を刈谷市の公用車として寄贈致します。市
内の住居地域を訪問する際などに活用して頂く予定
です。来週月曜日、11月22日に、その贈呈式を行い
ます。
●職業奉仕委員会
１）既にご案内のように11月29日に健康診断を実施致
します。10時45分から受診できます。よろしくお願
い申し上げます。

辞
鐘……〈副会長〉
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副会長あいさつ
中林

久美

皆様北海道日本ハムファイターズ
の斎藤佑樹選手をご存知ですか？
あまりにも良い成績が出せず、多く
の方々の記憶から消えてしまったと
思います。この11月に引退をするこ
とになり、少しだけ「ああそんな選
手いたかな」と思われる方もいらっ
しゃると思います。
2006年第88回夏の甲子園決勝戦で、早稲田実業のピッ
チャーとして登板し、対駒大苫小牧のマー君ことエース
の田中将大選手との、手に汗を握る試合で、結果は早稲
田実業の優勝でした。野球選手の多くは、アンダーシャ
ツの袖で汗をぬぐう人が多い中、斎藤佑樹選手はポケッ
トに水色のハンカチを入れて汗を拭き、その姿に「まー

花井

淳 会員

クラブフォーラム

卓話
「ロータリー財団プログラムについて」
地区資金推進委員会
委員長 佐野 彰彦 様

なんてお行儀のよい素敵」と大ファンになりました。そ
のいつも持っていたハンカチは、ジョゼッペフラッソン
というメーカーで、デパートでは売切れ続出でした。私
も欲しかったけど買えませんでした。

ロータリー財団の使命は、「ロー
タリアンが、人びとの健康状態を改
善し、質の高い教育を提供し、環境
保全に取り組み、貧困をなくすこと

彼は早稲田大学に進み、野球部第100代主将となり、
明治神宮球場に早慶戦を何度も観戦を楽しみに行きまし
た。まさに彼の黄金期でした。

を通じて、世界理解、親善、平和を
構築できるよう支援すること」です。
皆様からの貴重なロータリー財団

そしてもう１人の王子といえば、ハニカミ王子ことゴ
ルファーの石川遼選手です。テレビのインタビューを受
けている姿を見ては、どうしたらあんな風に育てられる
のかしら、
「ハンカチ王子やハニカミ王子だったならば、

への寄付は【世界でよいことをしよう】という目的の為
に使われています。2760地区では2018―19年度寄付され
た年次基金約80万ドルをシェアシステムによって約40万
ドルが地区活動資金として使うことができます。

息子があと２人いてもいいわね」とよく友人とキャッ
キャッと言いながら観戦していました。
８年ほど前になりますが、青木功プロのパーティーに
行った時に、大勢の有名人が参加していましたが、石川

〈ポリオ根絶〉
多くの国ではポリオを根絶しています。残るのはパキ
スタン・アフガニスタンとなっています。紛争地域のた
めなかなかポリオワクチンが行き渡らないが、確実に減

遼プロも来ていましたが、その中に松山英樹プロがいま
少をしています。あと少しのところまで来ています。ポ
した。まだあまり有名ではない頃です。今のように体は
リオを根絶するために引続き活動にご理解を頂きたいで
がっしりとしていませんし、まだ学生のような感じでし
す。ポリオプラスとはポリオを含めたハシカ、ジフテリ
たが好印象だったので、石川遼選手よりファンになりま
ア、結核、破傷風、百日咳の追放を目的とした活動です。
した。
ロータリー平和フェローシップ
近年では、やっぱり大谷翔平選手ですね。
当地区から推薦された学生及び社会人が、紛争解決、
まだ実物は見たことがありませんが、夜中から早朝か
平和研究、または国際関係における２年間の修士課程あ
らとテレビでいつもニコニコとした大谷翔平選手を見て
るいは修了証プログラムで学びます。
応援をしていました。
〈地区補助金事業〉
アメリカのプロ野球は歴史がある為20数個の賞があり
地区補助金については各クラブから申請された書類を
ます。また１つでも多く賞が取れることを祈っております。 補助金委員会が精査し、実施に向けてのお手伝いをさせ
て頂いております。多くのクラブからの申請をお待ちし

氏
名 花井
淳
生年月日 昭和52年７月25日
推 薦 者 太田宗一郎 会員

ております。20―21年度は65件の申請があり、うち14件
は新型コロナウイルス対策の事業でした。本年度は48件
の申請が有りいくつかの事業は実施されております。
2021―22年度刈谷 RC 補助金事業
〈地域社会発展〉

職業分類
事業所名
役 職 名
所属委員会

刈谷市が管理・運営障害のある人を対象とした施設
「くすのき園」の環境整備を行う。療育活動の向上、事
業所スタッフや親族の介護負担軽減が図られる。
事業総額 804,700円 補助金額 478,300円（貢献度1.2）

新 会 員 紹 介
はな い

（2）

あつし

弁護士
弁護士法人花井・佐竹法律事務所
代表社員弁護士
会場委員会

〈グローバル補助金〉
７つの重点分野（平和構築と紛争予防・疾病予防と治
療・水と衛生・母子の健康・基本的教育と識字率の向
上・地域社会の経済発展・環境）の目標達成のために使
われています。地区として2016―17フィリピンでの腹腔
鏡手術の技術指導・2017―18ネパール2018―19マレーシア
での院内感染の予防管理・2019―20タイでのシャインマ
スカット育成技術指導・2020―21ルソン島での腹腔鏡手
術の技術指導（中止）を行ってます。
〈グローバル補助金奨学生〉
ロータリーの重点分野に関連する過程を、海外の大各
員修士課程で学ぶ方を対象に返済不要の給費制の奨学生
を給付するプログラム。2760地区からは、毎年１～２名
のグローバル奨学生がロータリーの重点分野に関連する
過程を学んでいます。
〈皆様からの寄付について〉
2020―21年度において2760地区は年次基金目標＄150に
対して＄166.13、ポリオプラス目標＄30に対して＄32.51
の多くの寄付を頂きありがとうございます。
2021―22年度

「刈谷市社会福祉協議会
くすのき園への支援品贈呈式の報告」
ロータリー財団委員会
委員長 角谷 広高 会員
10月21日に行われた支援品贈呈式
について、ご報告します。この支援
品贈呈にあたってはロータリー財団
の地区補助金を利用し、支援品の
金 額804,370円 の1/2の402,350円 は
ロータリー財団から補助頂きました。
支援品は
①「デジタル多機能スケール」１台
車椅子の施設利用者が、車椅子に乗ったまま体重を測
定できます。
②「ロビーチェア」２台
座位が不安定な利用者が座りやすい安定した椅子です。
③「エアークローバー」１台
新型コロナウイルス対策として、オゾンを発生させ、
室内を除菌するオゾン脱臭器です。
の３つです。

個人 年次基金目標＄150、ポリオプラス＄30
各クラブ 恒久基金にベネファクター１名以上または
＄1,000以上

贈呈式は、最初に刈谷 RC 野村会長のご挨拶、次に支
援品の目録を贈呈、そして刈谷市社会福祉協議会杉浦会
長からの感謝状授与とお礼のお言葉を頂きました。野村

地区 大口寄付５名
以上の目標達成のためにご協力お願い致します。
多くの方にポールハリスフェローの認証を取って頂き
たいと思います。

会長からは、福祉のために働いている方々への感謝のお
言葉や、備品を障害者の方々の健康に役立ててほしい旨
のお話しを頂きました。杉浦会長からは、ご寄付頂いた
ことへの感謝のお言葉を頂きました。

〈2020―21年度寄付実績及び認証実績〉
年次基金＄203.29ポリオプラス＄20.10 財団寄付さ
れた会員数63人寄付率72％
ポールハリスフェロー 21人マルチプルポールハリス

式典の後、くすのき園で実際に贈呈品を利用しました。
「デジタル多機能スケール」は、野村会長はじめ皆様に
実際に車椅子を押して頂き、体重測定をして頂きました。
ここからはロータリー財団委員会からのお願いです。

フェロー 46人ベネファクター 21人メジャードナー堀正
剛様・加藤英二様・盛田豊一様・野村紀代彦様・杉浦芳
一様・鈴木豊様の６名です。
2760地区では最多です。ポー
ルハリスソサエティ鈴木豊様・野村紀代彦様
〈ロータリーカードの推進〉
ロータリーカードをクラブ・個人で作って頂き、ロー
タリー関連の支払いをロータリーカードで支払って頂く
ことによって、その使用して頂いた金額の0.3％～0.5％
がポリオ根絶資金に自動寄付されます。例会運営費・人
頭分担金・各種大会登録料・事務局運営費等にロータ
リーカードを使って支払いをお願い致します。

ロータリー財団に皆様から頂いたご寄付は地区補助金を
通じて、地元の社会福祉に役立っています。ぜひとも、
会員皆様方のご寄付を少額でも結構ですのでお願いしま
す。

ロータリー財団は、
【世界でよいことをしよう】とい
うロータリーの使命を達成する手段です。
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