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会長挨拶
２０１１年３月１１日東日本
大震災の発生からもうすぐ１
０年。この震災をきっかけに、
仕事のあり方・サービスなど
自分が出来る社会貢献はなに
か、と考えた人は多いだろう。
災害は人間が試される一つと
思います。多くの方が、いろん
な方法で三陸に目を向け心を
向けたでしょう。私も、早い段階で自分達の生命保険の
向けたでしょう。私も、早い段
世界的組織ＭＤＲＴのボランティアで現地にはいりま
階で自分達の生命保険の世界
した。そんな時、河北新報の写真が一枚、目に飛び込ん
的組織
できました。宮城県気仙沼市「水を運ぶ少年」
・・。こ
の写真は多くの方が見られたと思います。歯を食いし
ＭＤＲＴのボランティアで現
ばり・両手に持たれた水。不釣り合いなピンクの長靴。
地にはいりました。だとあり
そして、瓦礫の山。私はこの写真から多くの気持ちを
がたいです。
受取ました。「負けない」と・・・

会 長 髙田 和裕

幹 事 村田 誠一

広報･雑誌・会報委員長 久留宮 秀郎

R.I．会長 ホルガー・クナーク
次に一冊。「他力」五木寛之著
講談社文庫 より
⑲今日が最後の一日になるん
だぞ 死がいまほど話題にな
って論議される時代は珍しい
。「生きる」ということがテー
マの時期もありましたけれど
も、最近は「クオリティ・
オブ・デス」という言葉がある

ほど死のほうも注目されています。
・・・・・続く。
私、髙田は思います。死に品質なんて必要なのだろう
か。地震の本を読んで、何気なく昔、読んだ「他力」も
読んでみた。この本は、全編読むと生きるための、出口
なきこの時代を生きぬく本です。
最後に明るいお話を聞いてください。本日、３月５日は
「インスタントラーメンの日」です。ご存じでしたか。
安藤百福さんが昭和３３年にインスタントラーメンを
世界で初めて発明しました。今日は、インスタントラー
メンの生みの親、安藤百福さんの誕生日です。今や、世
界中の人がインスタントラーメンの事を愛してると思
う私が是非、メンバーに伝えたくて書きました。時が過
ぎ、インスタントラーメンがカップヌードルになりま
した。自信満々で期待して、営業マンがアメリカにカッ
プヌードルを販売に行ったそうです。しかし全然、売れ
なかったそうです。ある時、担当営業マンがカップヌー
ドルをインスタント食品の棚に置いてあったのを、ス
ープの棚に置き換えたそうです。そうしたら、バカ売れ
になったそうです。アメリカ人にとっては、主食ではも
のたりない。しかし、スープにしては、具が多くてお得
だと、受け入れられたと何かの雑誌で読みました。
３月１２日久しぶりの例会です。この、例会休会中にウ
エブ例会もしました。いかが、だったでしょうか。

また、たくさんの国から救援隊の支援。義援金。
「飲水思源」 人の愛は底知れないと思いました。
こんな本があります。
「三陸海岸大津波」吉村 昭著
文春文庫 明治２９年の津波・昭和８年の津波・チリ
地震津波、３つの章に別れてます。この本は、物語であ
りません。前書きで作者はこんなことを言ってます。
「津波の資料を集め体験談を聞いてまわるうちに、一
つの地方史として残しておきたい気持ちになった。
」
と、その当時の子供の作文など丁寧に書かれてます。
是非、一読を。

また、４月１６日は５５周年記念例会を配偶者例会と
して催します。幹事、他関係委員長で進めてます。
残り少ない今年度です。みなさん、お待ちします。

1

村田 誠一君

幹事報告

皆さんこんにちは、２月はコ
ロナ禍でマリオットホテルで
の例会は出来ませんでしたが
、ＷＥＢ例会という形で 2 回
開催出来ました事を嬉しく思
っております。皆さん是非と
もご視聴お願いします。ＨＰ
のトップページのバナーをワ
ンクリックするだけで観るこ
とができます。それでは幹事報告を致します。3 月
のロータリーレートは 1 ドル 106 円となっており
ます。3 月 12 日より例会を再開致します。終了後、
理事会とクラブ戦略委員会かあります。3 月 14 日
の地区大会はオンラインでの参加が事前登録なし
で出来るようになりました。詳しくは事務局より案
内をいたしておりますのでご確認ください。12 日
の例会時に参加証を配布致します。例会欠席の方で
現地に行かれる方は会場に幹事がおりますので受
け取って下さい。

【WEB 例会のご案内】
WEB 例会の動画を YouTube にアップいたしました。
下記 URL より、是非、ご視聴くださいますようお願
い申し上げます。
■第 2594 回 WEB 例会（2021 年 2 月 19 日）
https://youtu.be/YWikMtJO6Wc
■第 2595 回 WEB 例会（2021 年 2 月 26 日）

https://youtu.be/qh-QyrHg4Fg
ホームページのトップおよび Weekly ページからも
ご確認可能となっております。
■トップページ
http://portnagoya-rc.com/
■Weekly ページ
http://portnagoya-rc.com/weekly.html
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３月の誕生日祝福
1 日 棚橋君夫人、3 日 三枝樹君
5 日 野崎君夫人、8 日 吉田（守）君夫人
15 日 山川君夫人、18 日 田島君夫人
19 日 寺本君夫人、24 日 平松君
27 日 岡本君、29 日 藤原君
31 日 神谷君

３月の結婚記念日祝福
2 日 杉江君
4 日 河野君
29 日 橋本（美）さん

近況報告

親睦活動委員長 沼野

明君

会員の皆様、ご無沙汰してお
ります。親睦委員会の沼野で
す。時間がたつのは早いもの
で、私の長女がこの３月に小
学校を卒業し、４月から中学
生になります。しかしながら、
コロナの影響で卒業式には親
族２名までしか行けません。
私の母は、孫の卒業式を楽し
みにしていたのですが残念です。子供から大人まで
全ての人や物事に影響を及ぼすコロナですが、先
日、愛知県での緊急事態宣言も解除され、３月１２
日には久し振りに例会が再開されることになりま
した。毎週、当たり前のようにあった例会が中止に
なり、頻繁に交流していた会員の皆様とも会う機会
が減り、二転三転するコロナ禍の状況に不安と寂し
さ、またこの環境にどう慣れていくべきなのか考え
させられました。
親睦委員長を拝命して早８ヶ月、色々な行事が中止
になり何も出来ていない状況ですが、例会が行える
時は、精一杯頑張りたいと思います。
残り４ヶ月宜しくお願いします。

名古屋中央ローターアクトクラブ例会報告
名古屋中央ローターアクトクラブ
幹事

月

都築 瑠衣さん

令和 3 年 3 月 3 日（水）夜 ZOOM によるオンライ
ンリモート例会を開催いたしました。名古屋みなと
ロータリークラブより久留宮秀郎様をお迎えし、オ
ンラインにて卓話例会を開催しました。
「日系ブラジル人の歴史」というテーマのもと、彼ら
の歴史から現在に至るまで、また今抱えている問題
などをわかりやすくお話していただきました。普段
何気なく過ごす中で日系ブラジル人の方と関わるこ
とはあっても彼らのバックボーンについては今回の
お話で初めて知ること、気づきが多くあり、とても興
味深い内容でした。久留宮様、ありがとうございま
した。
みなとＲＣ様が去年行われた奉仕事業についてのお
話もいただきました。海外の子供たちに音楽という
文化、また体験を届けるという発想はすごく参考に
なりました。
当クラブには外国人の会員も在籍しており、来年度
はそういった特色を生かして世界にも広く目を向け
た活動をしていきたいと考えております。そういっ
た点で、みなとＲＣ様の活動状況を伺えたことは視
野を広げるとてもいい機会になりました。
また、みなとＲＣ様からも高田会長をはじめ 6 名の
方にご参加いただきました。昨年末よりオフライン
での例会がほとんどできておらず、久々にロータリ
アンの皆様のお顔を拝見できてとても嬉しかったで
す。ありがとうございました。
次回は、3/31（水）に今池ガスビルにて通常例会を
予定しています。毎年献血の呼びかけ活動を行って
いる枠ですが、今年は感染症拡大防止の観点より、卓
話形式の例会として開催することとなりました。毎
年行っている献血運動について改めて知り、考える
場になればと思っております。
よろしければぜひご参加ください。会員一同、お待ち
申し上げております。
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今後の例会予定
卓話「お酒と経済」
名古屋中央ローターアクトクラブ
幹事 都築 瑠衣さん
17F「コスモス」
例会変更
地区大会・愛知県国際展示場
休会
卓話
「コロナ禍における小さな命」
NPO 法人ファミーユ理事長
熊崎 純子様
17F「コスモス」
卓話「文化（演劇）生きる免疫力」
劇団うりんこ 俳優
いのこ 福代様
17F「コスモス」
卓話
「コロナ」と「災害」～合言葉は「命・
支え合い・自ら動く」～
名古屋市港防災センター
防災教育アドバイザー
近藤 ひろ子様
17F「コスモス」
例会変更
創立 55 周年記念例会
16F「アゼリア」17：00
地区研修協議会報告
次年度幹事
岡田 雅君
17F「コスモス」
休会
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