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第 203９回例会 

     ２０２０年２月１７日（月）第２３回       

●点  鐘 会長 稲熊 正徳君 

●斉 唱 「われらの生業」「スキー」 

●例会行事 卓話 （株）いのこ 代表取締役 

猪子 雅王様 

      「神道とのふれあい 国府宮裸祭りから」 

 ●司  会 井上 政秋委員 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 稲熊 正徳君 

 

皆さんこんにちは、本日も多くの会員の皆様の出席あり

がとうございます。 

ゲストの猪子様、本日お忙しいところお越しいただきあ

りがとうございます。 

後ほどの卓話、楽しみにしていますので宜しくお願いい

たします。 

さて今月は『平和と紛争
ふんそう

予防
よ ぼ う

 紛争
ふんそう

解決
かいけつ

月間』です。 

ロータリー６つの重点分野の一つ。 

水と衛生（3 月） 母子の健康（4 月） 基本的教育

と識字率向上 疾病予防と治療 月のテーマ 

国内の一般のロータリー活動では良くわからない分野

なので、調べてみました。 

参考ですが・・・ 

2019年12月時点で起こっている世界の紛争で累計2
万人以上の死亡者を出している紛争は6カ所。 

  開始年 国 地域 累計死亡者数 

アフガニス

タン紛争 
1978年 

アフガニスタ

ン 
カーブルより北部 約200万人 

シリア内戦 2011年 シリア シリア全土 約50万人 

イラク内戦 2003年 イラク イラク全土 約30万人 

クルド対トルコ紛争（1984 年）5 万 リビア内戦

（2011年）2万 イエメン内戦（2015年）2万 

紛争への対応 

⚫ 毎年、20,000人が地雷によって手足や命を奪われ

ている 

⚫ 現在、紛争や迫害によって  5,100 万人が難

民生活を強いられている  

⚫ 紛争で命を落とした犠牲者の  90%が一般

市民で、そのうち少なくとも半数が子ども  

RCとしての行動 

1. 社会から疎外され、暴力や迫害の危険にさらされた

人びとを支援する 

2. 紛争の原因について学ぶ 平和フォーラムを開催

して、市民同士で話し合う機会を提供する 

3. 紛争で親をなくしたり、心に傷を負った子どもたち

を助ける 

4. 紛争地帯から逃れてきた人びとを救済する 

紛争解決／平和構築 

⚫ 世界で18歳未満の子ども30万人が少年兵として紛
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争に巻き込まれていると言われています 

活動を成功させるヒント 

① ロールプレイやスポーツを通じて、争いを平和的に

解決する方法を青少年に教える。 

② 地域のリーダーを対象に、紛争予防や仲裁の方法

（対話の促進など）に関する研修を行う。 

③ ロータリー平和フェローや、紛争予防の専門家・団

体と協力する。 

RCとしての行動  

1. 現地の学校、孤児院、職場、市民センターなどと協

力して紛争解決や仲裁に取り組む 

2. ロータリー平和フェローシップの候補者を探す→

（毎年最高100名に提供） 

3. 紛争の要因（貧困、不平等、民族間の緊張、教育の

欠如）の解消に取り組むプロジェクトを計画する 

4. 平和を理解するため、海外のロータリークラブと友

好を築き奉仕活動で協力する 

 

ロータリーはこれらの取り組みをしています、紛争解決

を人道支援や教育などを通じて無くしていく活動をして

いることが分かりました。 

これで会長挨拶とさせていただきます、ありがとうござ

いました。 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （伊藤 康司委員） 

本日の例会 

会員数 50 出席率 83.33％ 

出 出席義務者 20 欠 

席 

者 

出席義務者 8 

席 出席免除者 19 出席免除者 3 

者 出席者計 39 欠席者計 11 

前々回例会（1月27日） 

会員数 50 出席率 97.82％ 

出 出席義務者 27 欠

席

者 

出席義務者 1 

席 出席免除者 18 出席免除者 4 

者 出席者計 45 欠席者計 5 

●ニコニコボックス報告（内海 辰巳副委員長） 

猪子雅王様、本日卓話宜しくお願い致します。 

             稲熊 正徳 君 

雅王様、卓話宜しくお願い致します。 

              阿萬 裕子 君 

 元気で。 

                  山田 幹雄 君 

 

 出席する喜びで。 

                  伊勢村道雄 君 

  

今日も元気で！   

市川 孝 君 伊藤 康司 君 伊東 由之 君

稲吉 將秀 君 井上 政秋 君 内海 辰巳 君

梅本 昌裕 君 北園 守生 君 國田武二郎 君

栗田 和典 君 近藤 和彦 君 三治 明 君

柴田 和宏 君 高山 光雄 君 竹尾 悟 君

武田 英昭 君 田邊 雅彦 君 照井 通夫 君

中島 俊朗 君 中林 正人 君 波多野 真 君

早川 正倫 君 原田 好展 君 堀塲 竜司 君

真城 壮司 君 安江 寛二 君 山内 佳紀 君

山北 秀和 君 魚住知奈美 君 

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３３名  ４５，０００円  

本年度の協力累計        １，０８３，０００円  

 

   

 
 

 
卓話 （株）いのこ 代表取締役 

猪子 雅王様 

「神道とのふれあい 国府宮裸祭りから」 

 

 
 

第３回クラブ協議会議事録 

 

日時：令和２年２月１７日（月） 

１３：３０～１５：２０ 

場所：キャッスルプラザ ４階 菊の間 
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阿萬幹事の進行により、クラブ協議会が開会された。 

稲熊会長挨拶：スタートして８ヶ月、行事が多くあり

ましたが無事こなすことが出来ました。 

     残り４ヶ月ですが、引き続き皆さんのご協

力お願いします。 

           

[各委員会の上半期の実績報告及び下半期の事業計画に

ついて] 

会員増強委員会 

（安川委員長）「チーム６０」を「MAKE IT 60」と改

名して、第一回のミーティングを開催しました。 

２０２２年５７名、２０２４年６０名を目標に意見を出

し合いたいと思います。 

（山北副委員長）新入会員オリエンテーションのやり方

についていろいろ考えて変更していきたいと思います。           

 

公共イメージアップ委員会 

（堀場委員長）2/22IMで当クラブの奉仕活動報告とク

ラブ紹介をビデオ発表するため作成をしました。 

また、今後ホームページでもクラブ紹介のビデオを掲載

する計画をしています。 

 

クラブ奉仕委員会 

（安江委員長）出席率１００％を目標としていますが、

現在９８.２３％です。メイキャップのお願いをしていき

ます。 

２月に小委員会を３つにわけて開催しています。 

（内海副委員長）ニコボックス目標１８０万円に対し、

現在１１２万８千円。 

残りの例会で協力をお願いして達成したいと思います。 

 

親睦活動委員会 

（田邊委員長）空港フォーラム、年末家族会、新年例会、

全て予算内似て実施出来ています。 

（近藤副委員長）5/30春の家族会の開催決定。現在詳

細計画中です。 

 

SAA委員会 

（竹尾委員長）不手際が目立ち、入会式を上手に運営出

来ず反省しています。 

今後は、しっかりとフォローしていきます。 

（早川副委員長）今後は事前の段取り、練習をして例会、

入会式に臨みたいと思います。 

 

社会奉仕委員会 

（田中委員長）コットンバック寄贈、空港防災訓練参加、

楽器寄贈を実施出来ました。3/23防犯ブザー寄贈。 

（稲吉副委員長）田中委員長に同じ。 

 

青少年奉仕委員会 

（北園委員長）インターアクト年次大会参加、インター

アクトクラブ合宿参加、空港防災訓練参加、 

インターアクトクラブ公開委員会参加。3/23例会にイ

ンターアクトクラブを招いての活動報告。 

（川口副委員長）インターアクトクラブは学校の支援が

少ないようなので、今後何をしてあげたらいいか 

再検討の余地があると思います。 

 

職業奉仕委員会 

（栗田委員長）特に活動報告はありません。卓話をして

くださる外来者をしっかり選定して貢献したいと思いま

す。 

 

国際奉仕委員会 

（真城委員長）海外姉妹クラブのフィリピンマカティウ

エストRC、香港九龍ウエストRCにそれぞれ訪問。 

 

R財団・米山奨学委員会 

（中林委員長）後期分の年次寄付も実施して、今期も目

標達成となる見込みです。 

米山奨学のカウンセラーを山北 PP が引き受けてくれま

した。 

（中島副委員長）特になし。 

 

会計・監査 

（市川会計）特になし。 

（三治監査）特になし。 

 

会長エレクト 

（原田エレクト）次年度の準備を副幹事と共に進めてお

ります。 

 

副幹事 

（柴田副幹事）引き継ぐべきことはしっかりと引き継ぎ、

見直すべきところは見直して、次年度のクラブ計画を 

作成していきたいと思います。 

 

［その他］ 

（中林委員長）消費税増税もありましたが、以前より年

会費をあげることなく長年きているので、運営を考えな

がら年会費の値上げについて考える場があってもいいと

思います。 

（市川会計）会員増強が個別に活動している現状がある

が、戦略委員会をしっかり立ち上げて、その中で活動し

ないと住み分けが難しくなると思われるので検討すべき

である。 

議事録者 

名古屋空港ロータリークラブ 

      副幹事 柴田 和宏  


