
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水と衛生月間 

例

会

予

定 

3月 12日（土） 3月 18日（金） 3月 25日（金） 4月 1日（金） 

3月 11日(金)振替  例会 12：30～ ロータリーの森例会 

IM Zoom配信    休会 ３RC合同例会 12：30～ ロータリーの森 

  IAC 報告会  

    

 

 

本日のプログラム 

司会 会場委員会 

・点鐘                会長     成瀬 浩康君 

・国歌       「君が代」 

・ROTARY SONG   「奉仕の理想」 

・ビジター紹介     会長     成瀬 浩康君 

ガールスカウト愛知県第 110団 団委員長  森  幸子様 

第 2760地区防災対策委員（名古屋空港 RC）  真城 壮司君        

・食事・歓談 

・委員会報告 

・ガールスカウト支援金 授与 

・祝福 

・卓話 第 2760地区防災対策委員   真城 壮司君 

・幹事報告      幹事       大原 泰昭君 

・点鐘        会長        成瀬 浩康君 

 

今月の祝福 

会員誕生日 

1日 川瀬 治通君   5日 松尾 隆徳君 

26日 村瀬 昌史君 

結婚記念日 

3月 4日 和田 了司君  18日 廣瀬 清司君 

  6日 藤川 誠二君  21日 日比 雄将君 

  6日 成瀬 浩康君  26日 北  健司君 

7日 廣田  誠君  26日 速水 敬志君 

   16日 梅村  守君 

    

夫人誕生日 

3月 9日 加藤 昭博君・久美さん 

27日 大原 泰昭君・玲子さん 

29日 加藤久仁明君・晴美さん 

 

 

水と衛生月間 

２０２２年３月４日（金）２５０４回（３月第１例会） 

アテンダンス表彰 

6ヶ年 小柳出 和文君   藤川  誠二君 

4ヶ年 友松  英樹君 

 

先週の記録 

会長挨拶       会長   成瀬 浩康君 

2月 23日はロータリー創立記念日でした。1905年

のこの日、ロータリーの創始者ポール・ハリスが友

人 3人と最初に会合を持った日であり、この 2月 23

日を祝う創立記念日は「世界理解と平和の日」とさ

れています。そしてこの日、各クラブは国際理解、

友情、平和へのロータリーの献身を特に認め、協調

しなければならないとされています。さて今の世界

の状況を見渡すとどうでしょう。中国と台湾の間で

は緊張が高まり北朝鮮はミサイルを連発しています。

そして今この瞬間、ウクライナではロシア軍に攻め

込まれ既に犠牲者も出ています。株価は暴落し、金

や原油が暴騰、そしてこのあたりは小麦の大産地だ

そうですので小麦の価格もまた上がるでしょう。 

西側諸国はロシアに様々なルートを使って侵攻し

ないよう対話したようですが、プーチン大統領を説

得するには至りませんでした。やはり金融制裁や経

済制裁だけではプーチンを抑えることはできません

でした。今後事態がどのように進展するのか見守り

たいと思います。 

ちなみにウクライナやロシアにロータリークラブ

がどれぐらいあるかを調べてみました。2019年のデ

ータですが、ウクライナには 51クラブ 892人、ロ

シアには 77クラブ 1069人のロータリーアンがいる

ようです。彼らはこの 2月 23日をどんな思いで過

ごしたことでしょう。ロータリーの友愛の精神は銃



 

 

の前では無力なのでしょうか。私の通っているスポ

ーツクラブにアーラというウクライナ人の女性が通

っておられます。私はウクライナ語が話せるわけで

はありませんが、ご主人は日本人ですし、彼女はウ

クライナよりすでに日本で生活している方が長いの

で、日本語はペラペラで会話には全く不自由しませ

ん。金髪で身長は 180㎝ぐらいなので、どこから見

ても外国人なんですが、外国人扱いされるのが大嫌

いで、いつも私は日本人だと言っている素敵な女性

です。 

その彼女のお母さんは今でもウクライナに住んで

おられるそうで、心配なので何度も日本に来るよう

に説得したそうですが、生まれ育った国を離れたく

ないと言って、結局応じませんでした。昨夜はまだ

連絡が取れたと言っていましたが今後はどうなるか

わからないと、とても心配していました。 

少し前に見たテレビのニュースでウクライナの女

性がマシンガンを持ちながら、自分たちの国は自分

たちで守ると言っていたのが今でも耳に残っていま

す。そして今朝のテレビでは銃器店から全ての銃や

実弾がなくなったとも言っていました。 

私はアーラのお母さんが平穏に余生を過ごせるこ

と、そして彼女がそのマシンガンを使うことなく平

和に暮らせることを願い、このロータリー創立記念

日を過ごしました。しかし、皮肉にもその翌日につ

いにロシアの侵攻が始まってしまいました。 

ロータリーでは 2月は「平和構築と紛争予防月

間」となっています。 

私はアーラがいたのでウクライナの問題に強い関

心を持ちました。ウクライナを台湾や尖閣諸島にロ

シアを中国に置き換えたら明日は我が身です。皆さ

んも今一度、平和について考えてみてはいかがでし

ょうか。 

幹事報告            大原 泰昭君 

・グローバル補助金について（GG） 

我々が納めている、年次基金と恒久基金がロータリ

ー財団で 3 年間運用後、活動資金として地区に分配

されます。その中の約 75％がグローバル補助金とし

て使用され、25％が地区補助金として各地区内の活

動に使用されます。 

今年度の春日井 RC でのポケトークの設置が地区補

助金を利用した事業であり、只今進行中のセブ RC

との事業でグローバル補助金を活用します。 

グローバル補助金の使途は 

● 平和と紛争予防／紛争解決 

● 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向上 

● 経済と地域社会の発展 

の 6 つの重点分野の内少なくとも 1 つの目標に合致

することが必要で使途の申請先、決定するのはロー

タリー財団です。 

グローバル補助金の定義として事業の最低予算が

30,000 ドルと決まっているため、多くのプロジェク

トを抱えている地区では資金が足りません。そこで

今回のように、実施クラブがセブ RC、支援クラブが

春日井 RC となって 2 つの地区のグローバル補助金

を利用して事業を実現することができます。 

今年度、水と衛生を目標としたＷＡＳＨプロジェク

トが 8月のプロジェクト完了に向けて進行中です。 

 

出席報告         委員長 廣瀬 清司君 

会員 54名 出席 31名 出席率 57.4% 

先々週の修正出席 休会 休会 

 

ニコボックス報告     委員長 野間 峰彦君 

○国際奉仕のクラブフォーラム 成瀬 浩康君 

 宜しくお願い致します。  

○国際奉仕委員会のクラブフォー 大原 泰昭君 

 ラムを楽しみに。  

○マンボウが明けますネ。 青山 博徳君 

○今日もよろしく。 伊藤 正之君 

○ウクライナの平和を願って。 大西 信之君 

○いつも有難うございます。 大橋 省吾君 

○ニコに協力。 小川  長君 

○クラブフォーラムを楽しみにして 川瀬 治通君 

 います。  

○寒いですネ!! 近藤 太門君 

○本日は宜しくお願いします。 芝田 貴之君 

○豪雪の札幌に行ってきました。 杤本 正樹君 

 何とか無事に帰ってこれました。  

○例会運営の皆様ご苦労様です。 古屋 義夫君 

 例会にズーム参加させて頂きます  

 のでよろしくお願いします。  

○午前中、認知機能テストを警察で 山田  治君 

 受けて来ました。多分合格！  

○クラブフォーラム楽しみ。 和田 了司君 

梅村  守君     加藤  茂君 下別府正樹君 

中川  健君     長谷川智幸君 三上  努君 

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 
 

 
 

クラブフォーラム 

国際奉仕委員会  委員長 芝田 貴之君 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

会長挨拶 成瀬 浩康君 
 

 
 

次年度地区出向者挨拶 青山 博徳君 

 
 

幹事報告 大原 泰昭君 
 

カラチ市民病院リハビリセンタへの医療機器援助 

（川瀬君より以下の通り報告がありました） 

1990年くらいから始まったと思いますが、どの様

に始まったか小生は入会したばかりでしたので詳し

く知りません。 
名古屋大学医学部の磯村恩旡教授が仲介となり、

ポリオ患者のリハビリを主に扱っているカラチ市民

病院リハビリセンターに毎年寄付を行っていました。

毎年卓話をお願いし、その時に寄付金をお渡しして

いました。 
1994年の 25周年と 1999年の 30周年には、記念

事業の一つとして、医療機器を送りました。30周年

記念誌の 20頁にお礼のメッセージや写真が掲載さ

れています。 
小生が幹事の 2001-02年にパキスタンを訪問しよ

うと計画したのですが、政情不安のため中止となり

ました。その後、磯村教授が退官されたため、この

事業はお終いになりました。 
 

 

(和食弁当形式） 

 

前菜：海老艶煮 蓬麩田楽 三色団子 

菜の花お浸し 養老豆腐 

スナップエンドウ 厚焼き玉子  

造り：間八土佐酢ジュレ掛け 

焼物：鰆蕗味噌焼き 

煮物：里芋 筍 蕗 春キャベツ浸し 

蒸物：筍茶巾 あおさ餡かけ 

食事：ごはん 香の物 赤だし 

デザート：苺プリン 

 
ナッツ系、蕎麦アレルギー対応メニューです。 

当日シェフよりコメントさせていただきます。 


