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Rotary Connects The World 

ソ ン グ 君が代 奉仕の理想 

四つのテスト 竹腰哲夫職業・社会奉仕委員長  

ﾋﾞｼﾞﾀｰ・ｹﾞｽﾄ紹介 田原パシフィック RC 会長エレク

ト 本多 敬様、副幹事 眞木泰弘様、会員 森下新一

様   米山奨学生 サンギートさん 

 

 

 

 

 

 

会 長 談 話 唐木一平会長 

 本日は田原パシフィック RC より、会長エレクト本多

敬様、副幹事眞木泰弘様、会長経験会員森下新一様が例

会に参加してくださいました。渥美半島の田原市は海に

接していますが古来より水不足が発展の妨げの要因であ

ったようです。豊川用水の設置によって農業、産業とと

もに発展をとげ現在に至り水への感謝を強く思っている

地域です。今回の訪問はその水源のある山中の伊那 RC

と是非交流を持ちたいとのご希望です。私たちも折に触

れて情報を交換しお互いの奉仕活動に生かせていければ

とこの機会を歓迎致します。 

 10 月 26 日・27 日まつもと市民芸術館において 2600

地区大会が開催されました。26日は会長幹事会、古川静

男ガバナーの挨拶、本会議では RI 会長マーク・ダニエ

ル・マロ―二―氏代理水野功氏の挨拶と講話、地区指導

者育成研修会、RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会。晩餐会の

各テーブルに台風 19 号被害に対する募金箱が回され 30

万円が集められました。 

 27 日は伊那RC から 18 名のご参加を頂きました。本

会議では水野氏より RI 会長のメッセージ伝達、RI 現状

報告に続き 8 つの大会決議、各種表彰が行われ昼食後に

はアトラクション、青少年アワー、舞の海秀平氏による

「可能性への挑戦」という演題で自身の相撲にかけた人

生をユーモアたっぷりと語られ、励ましを頂きました。 

 閉会後は伊那に戻り反省、慰労会を行いました。多く

の会員の皆様のご参加に感謝申し上げます。 

ご 挨 拶 田原パシフィックロータリークラブ 

会長エレクト 本多 敬様 

 私は田原市の「龍泉寺」という寺の住 

職をしております。本年は渥美半島も潤 

している、天竜川も水源の一つである 

「豊川用水」の通水50周年にあたり、 

川上のRCとの交流を企画し、本日の訪問となりました。 

 豊川用水は渥美半島において大規模な施設園芸農業を

可能にしています。キャベツやブロッコリーはじめ電照

菊、メロンなどの園芸作物で、1戸当たり1億円以上を売

り上げるところもあります。また、トヨタ自動車の田原

工場が立地し、レクサスを生産、専用ふ頭から出荷して

います。電炉メーカーの東京製鉄も立地するなど、豊川

用水は工業用水としても重要な役割を負っています。 

鄧小平が来日したおり、当時刑事被告人であった田中

角栄氏を訪問した理由を問われて「井戸の水を飲む者は、

井戸を掘った人を忘れてはいけない」と述べたそうです

が、水があるのを当たり前と思わず、川上の皆さんはじ

めいろいろな方々のおかげで バナー交換 

あることを共有できる機会に 

なればいいと思っています。 

訪問を快く、温かく受け入れ 

ていただいた伊那RCの皆様 

に心から感謝申し上げます。 

誕 生 祝  

小坂栄一 

三澤清美 

山田 益 

小松献臣 

増田 清 

中村和之 

山崎秀亮 

結婚記念日祝 塚越 寛・原 義美・増田 清・宮下 

ＷＥＥＫＬＹ 2019 － 2020 



裕・唐木一平・平澤泰斗・荒木康雄・中曽根隆文・

鈴木正比古 

 

 

 

 

 

 

 

 

在 籍 祝 

小坂栄一(52)・清水紀光 

(15)・大石ひとみ(3) 

幹 事 報 告 

別紙をご覧ください。 

理事会報告 

1.11 月プログラム 2.職場例会の計画案 3.IGM の

テーマ①災害支援について②顕彰者について 4.

慶弔見舞 の承認 5.その他 国際大会ご案内 

委員会報告  

○ 国際大会参加旅行のご案内 藤澤洋二会員 

 来年の6月7日からハワイホノルルで開催されま

す。6 月 4 日～9 日の日程で計画しています。雨も

少なく気温も 23 度位で一番いい季節です。12 月

22 日までに国際大会に申し込むと＄450 です。旅

行参加は 11 月 28 日までに申し込みお願いします。 

○ 11 月号「友」の紹介 清水紀光副会長 

横書き P3  RI 会長メッセージ  

1945 年国際連合が設立されたサンフ 

ランシスコ会議で重要な役割を担っ 

たロータリーが毎年 11 月に開催さ 

れるロータリーデーは大切な記念日。 

P7～P13 11 月はロータリー財団月間 私がロー

タリーに寄付する理由。4 人が語っている。 

P19  揺るぎない友情 こじれにこじれ解決の糸口

が見えない日韓関係の中、親善会議が開催された。 

縦書き P4～P8 ポリオ根絶に向けて我がクラブの

先輩 山田、峰両会員がポリオ撲滅の先駆け活動を

しインドの風土病に倒れ使命に殉じた死であった。 

P22ロータリーアットワーク 各クラブと地区との

活動が報告されています。アメリカの｢911 家族会｣

と福島の 311 の被災地との交流。 

出 席 報 告 会員数 56 名 内出席免除 16 名 出

席者 35名 事前メーキャップ 0名 出席率 68.62％ 

ニコニコボックス 

藤澤洋二・小松献臣・唐木一平・唐木 章 田原 

 パシフィック RC の本多会長エレクト、眞木副 

 幹事、森下会員、来訪を歓迎致します。 

本多 敬様・眞木泰弘様・森下新一様 今後とも 

 宜しくお願い致します。 

増田 清 ㈱マスダ食品部宮田とうふ工房では 

 念願の豆腐販売ショップを、小さいながら開く 

 事が出来ました。お立ち寄りください。 

向山賢悟 この度、伊那商工会議所の副会頭に就任 

 しました。ご指導宜しくお願い致します。 

藤澤洋二 来年 6 月のロータリー世界大会ハワイ 

 ホノルルの旅ご参加お願い致します。 

中山一郎 カレンダーご活用ください。上伊那は 

 動植物の南限北限の多い地域で自然の宝庫です。 

唐木 拓 市民国体の「ローメン ZUKU ラブ」は 

 11月 23日 24日に兵庫県明石市で開催されるB1 

 グランプリに参加します。2 代目会長として伊那 

 をアピールしてきます。 

荒木康雄 母の葬儀の際にはご懇篤なるご芳情を 

 賜り、誠にありがとうございました。 

在籍祝 小坂栄一・清水紀光 

ゴルフ部 11 月コンペ 優勝 中山一郎・準優勝 

 小坂樫男・1 位 唐木 章・2 位笠井俊朗・3 

 位橋爪利行 対抗戦は大敗しました。 

ラッキー賞 唐木 拓・神山公秀・向山賢悟・ 

 平出吉範・山崎秀亮・波多江崇史・唐木 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブフォーラム ロータリー財団月間 

原 義美 国際奉仕・財団委員長 

11 月はロータリー財団月間。 

「ロータリーの友」11 月号の 8P～ 

13P。財団への寄付金は、年次基金、 

恒久基金、ポリオプラス基金、その 

他に分かれています。各基金の用途は 10P に記載の

通りですが、特に「地区補助金」は 3 年前の寄付金

に応じて一定条件下で補助され、当 RC ではこれを

活用して本年度も凧揚げ大会を予定しています。 

財団では寄付者に感謝の意を表するため「認証」

を用意しています。その種類と基準は 11P に記載。

また、12P～13P には「私が財団に寄付する理由」

が記されていますのでご一読ください。本年は当

RC の 60 周年にあたり、その記念事業の一環として

式典も挙行されます。このような機会にご寄付をよ

ろしくお願い申し上げます。 


