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第1846回2022年(令和4年)3月22B(火）

友愛の日

桜花学園インターアクトクラブ卒業報告

河合幹事報告

1~本日の配布案内／①次年度委員会組織表②クラブ
アセンブリー案内（関係各位）③和合・東山RC合同

記念事業OneAsiaOneRotaryキックオフコンサー

ト再案内

2．先週、4月17日開催の地区研修協議会のご案内をお

送りいたしました。3月8日までに出欠のご返信をお

願いいたします

3．WFF(4月23B-24日開催）の協賛チケットの申込

み期日が延長されましたので、協賛チケットのご協力

をよろしくお願いいたします。 〈3月8日まで受付〉

4．次週。次々週は休会。次回例会は22日、東急ホテル

4F雅の間が会場です。例会後、理事役員会を開催い

たしますので理事役員の皆様はご予定下さい。

5．山本眞輔君2月28日付退会、愛知□－タリーEクラ

ブへ移籍されました
6． 3月□一タリーレート1ドル＝116円

第1845回2022年(令和4年) 3月9日（水）

東名古屋分区l.M(ホスト名北RC) 中止

~.….…...…………~…~…… 前回の例会”..……...….､~.….~...….…

第1844回2022年(令和4年)3月1日（火）雨
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｜臺良職員表彰
愛知県千種警察署・名古屋市千種消防署

◆君が代

◆それでこそ□－タリー

◆出席報告

正会員 30(26)名

出席率 65．38％

出席17名

FrZ会長挨拶

｜ お誕生日おめでとうございます
へｰ

皆さんこんにちは､久しぶりのホーム

クラブ例会であります。2月は、まん

延防止等菫点措置で休会とさせてい

ただきました．

2月27日に、池森社会奉仕委員長と

共に2021-2022年度西・東名古屋

事業に参加してまいりました。沓名ガ

☆3月会員誕生日お祝い

重見有美さん(3/6）

舎人経昭君(3/19）

池森由幸君(3/30)

☆3月ご夫人誕生日お祝い

加藤重雄君（3/8）

吉田玄君（3/22）

☆3月結婚記念日お祝い

舎人経昭君（3/16）

吉田玄君（3/23）

林永汚君(3/19）

中村明文君(3/29）

林永若君（3/16） 分区合同記念植樹事業に参加してまいりました。沓名ガ

バナー年度のWFFは、 「コロナゼロ、カーボンゼロ、

ボリオゼロ」をテーマに掲げています。そのテーマの一

つであるカーボンゼロの事業一環として、各RCにつき

1本の植樹するプロジェクトを推奨されております。し

かしながら､名古屋市内に於いては､クラブそれぞれが、

各自で植樹を行うことは困難と判断し､西名古屋と東名

古屋分区合同で､各RC分26本を平和公園の｢桜の園」

に植樹（ヤマザクラ）することになりました。

「桜の園」は1972年、名古屋テレビが開局10周年に

あたって、75社の企業の協力を得て市民の憩いの場と

してソメイヨシノ、山桜、八重桜の植樹を行ったのが始

まりです。

今回、名古屋市内26口－タリークラブは、これを補強

する事業として、26本の山桜の植樹を行いました。

渡邊源市君（3/22）
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ヤマザクラはバラ科サクラ属の落葉高木のサクラ。日本

の固有種で、日本に自生する10もしくは1 1種あるサク

ラ属の基本野生種の－つ。便宜的に山地に植生する野生

のサクラを総称してヤマザクラ〔山桜）ということもあ

り、品種としてのヤマザクラとの混同に注意が必要であ

ります。

北限は太平洋側では宮城県、日本海側では新潟県。南限

は鹿児島県のトカラ列島。オオシマザクラと同じく暖温

帯に分布するため本来は常緑広葉樹林が植生域だが、む

しろ人間の生活圏の拡大と共に森が伐採されて暘当だ

りが良くなった二次林の落葉広葉樹林の方に多く進出

して植生してきました。しかし1960年代以降は林業の

衰退により二次林が放置されて暗くなっている場所が

多く、ヤマザクラの植生域が減少しています。

生育環境に大きく左右されるのは変わりませんが、一般

的には山桜で200～300年、桜の中でも－番長生きする

と言われるエドヒガン（江戸彼岸）で500年以上と言わ

れています。

山桜にも、なかには樹齢500年を超えるものもあるし、

エドヒガン（江戸彼岸）に至っては日本で一番古いと言

われる山梨県北杜市にある「山高神代桜」 （やまたかじ

んだいさくら）のように樹齢1800年以上というオバケ

のような桜まであります

ヤマザクラは、白い花と同時に赤色の若葉が開き、その

コントラストは雅やかで美しいので古来より詩歌に多

く取り上げられています。

花や若葉の色、形状に変異が多く、蛮種としてウスゲヤ

マザクラ（薄毛山桜)や､ツクシヤマザクラ(筑紫山桜）

が知られています。オオヤマザクラと共に、成木の成葉

裏面が白色に帯びる特徴があります。まだ、ヤマザクラ

の樹皮は樺（かば）細工に使われます

しつつ、これらの抑止に署員一丸となって取り組んで参

ります。引き続き、皆様方の御支援、御協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

おわりに、貴クラブの益々の御発展と会員の皆様の御健

勝を,心から祈念いだしまして私の挨拶とさせていただ

きます。

◇千種警察署交通課交通総務係警都補上野大輔様

本日は栄えある表影をいだだき、誠にありがとうござ

います。

当係は、交通安全教育、交通事故分析、交通安全の各種

情報発信等の交通事故抑止対策及び住民､自治体､企業、

各種団体との連絡調整の窓□を担当しております。

昨年は新型コロナウイルス感染症による生活様式の変

化や、東京オリンピック開催等、従来とは異なる状況で

ありましだが､ |おかげ様で昨年､千種区内は交通死亡事
故の発生を抑止することができましだ。

これは警察だけでは悪く、干種区にかかわる全ての方々

の御協力があって初めて達成できるものであり、本年も

引き続き皆様方の御支援、御協力をいただき千種警察署

は本年も交通死亡事故抑止に取り組んで参ります。

本日は、誠にありかとうございました。

◇名古屋市千種消防署署長 佐藤圭治様

名古屋千種□－タリークラブの皆様には、日頃から消

防行政にご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

まだ、この度は、当署の職員に栄えある表彰をいただ

き心より感謝を申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症は、現在も感染の終

息が見えない状況が続いています。こうした状況の中、

救急関係では、全国的に傷病者の受け入れ先医療機関が

決まらず、救急車が現場に長時間滞在せざるを得ない事

案が報道等でも取り上げられ話題となりましだ。

名古屋市消防局では、こうした救急搬送困難事案の発

生に備え、重度傷病者が早期に適切な医療を受けられる

よう、医療機関の救急病床が満床であっても救急車で緊

急的に立寄り、応急的な医療対応をしていただく体制を

確保する協定を市内の2つの医療機関と締結したところ

ですが､さら葱る救急体制の充実に引き続き取り組んで

まいります。

災害におきましては、昨年7月には、多くの尊い命が

失われるなど甚大な被害となった静岡県熱海市の土石

流災害に、名古屋市消防局からは緊急消防援助隊として

115名の職員を派遣し、当署からも5名の職員を派遣し

ました。

全国各地で自然災害が頻発化、激甚化する傾向にある

中、いかなる災害にも対応できるよう万全の態勢を整え

ておく必要があります。特にこの地方では、大規模地震

に対する備えが喫緊の課題となっているところですが、

今年の1月には、政府の地露調査委員会が、南海トラフ

で今後40年以内にマグニチュード8～9級の地震が発生

する確率を、前年の80～90%から90%程度に引き上げ

たところです。

こうした状況の中、消防署では、来年度も区内の住宅

を戸別に訪問して、家具の転倒防止対策等の一層の推進

を図る事業を継続してまいります。

また、日ごろからの防火対策として、万が一のだめの

住宅用火災警報器の設置と点検の推進も継続してまい

（ 」優良職員表彰
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~

愛知県千種警察署交通課交通総務係

毎古屋市千種消防署総務課消防司令横田年徳様

まん延防止等重点措置の期間中のためご欠席｡各ご挨拶

は､社会奉仕吉田副委員長が代読させていただきました。

＞ご挨拶

◇愛知県千種警察署署長 青山明彦様

名古屋千種□－タリークラブの皆様には、平素から警

察業務の各般にわだり、御支援、御協力を賜り、深く感

謝申し上げます。

また、本日は当署交通課交通総務係に栄えある表彰を

いただき、心より感謝申し上げます。 ｜

さて、昨年は新型コロナウイルス感染症が依然として

県民生活や社会経済活動に大きな影響を与える中、千種

警察署では感染防止に配意しつつ、工夫を凝らした諸対

策を推進した結果、令和2年5月以降、 1年以上にわだり

交通死亡事故の発生を抑止することができました。これ

もひとえに皆様方をはじめ、協力機関、団体や区民の皆

様の御協力の賜物と感謝する次第であります。

本年も「安心」して暮らせる「安全」な千種区を確立す

るため、新型コロナウイルス感染症の感染防止を図りな

がら、犯罪や交通事故に遭わないだめの情報発信を推進



りたいと考えておりますので、皆様におかれましては、

引き続いてのご支援。ご協力をお願い申し上げます。

最後となりましたが､名古屋千種□－タリークラブ様

の益々のご発展を祈念申し上げて、ご挨拶とさせていた
だきます。
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小林英毅

本日は囲碁会です。4Fにてお待ちします。

会員誕生日お祝い。ご夫人誕生日お祝い

舎人経昭 会員誕生日・結婚記念日お祝い

吉田 玄 会員誕生日お祝い

福井浩道 ご夫人誕牛日・結婚記念日お祝い

長谷川亨 ご夫人誕生日お祝い

小山雅弘 ご夫人誕生日お祝い

柵木充明 ご夫人誕生日お祝い

足立一郎 伊藤健文 河合隆史

大谷 恩 笹野義舂 鈴木聖三

谷口 優 東原相次郎

15件|合計129,000円’

◇名古屋市千種消防署総務課主査 横田年徳様

千種消防署総務課の横田でございます。

このたびは、名古屋千種ロータリークラブ様から優良

職員表彰という、名言ある表彰を賜り、心より深く感謝

申し上げます。

私は千種消防署に赴任して1年目であり、また、初め

ての防災業務を経験させていただいているところです。

まだまだこれからという思いもございます。

消防官に採用されてからの22年間、警防業務、予防

業務、救助業務に携わって参りました。東日本大震災や

御岳山噴火で災害派遣も経験いたしました。特に、原発

事故により付近住民が余儀なく退避せざるを得なくな

った岩手県双葉地区への派遣勤務では、当時まったく住

民がいない土地を守る切なさを強く感じました。今では

だいぶ復興が進み、住民も戻ってきていると伺ってお

り、安堵しています。地域に住民がいることは当たり前

だと思っていましたが､災害によってはそこに住めなく

なることがある辛さを改めて感じたしだいです。

この千種区では決してそのようなことが起こらない

ことを信じております。私自身、このたびの表彰に恥じ

ぬよう、今後もより一層精進し、千種区のみなさまがい

つまでもこの地域で住み続けたくなるような安心で安

全なまちをみなさまとつくっていくためにも､千種消防

署職員一同、微力ながら全力で取り組んでいく所存でご

ざいます。

墓だ簡単ではありますが､御礼のご挨拶とさせていた

だきます。

本日は誠にありがとうございました。
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'第8回理事役員会議事録く書面決議〉2月15日（火)

【承認･報告事項】

1．上期決算報告

2． 3月の例会について

3． 2022学年度米山記念奨学生の受入れ

期間:2022年4月～2023年3月

WENDURINA(文都日梛ウンドリナ)さん

中国(内モンゴル自治区）

名古屋大学博士課程2年人文学専攻

カウンセラー長谷川亨君

4． 「ロータリーの友｣購読料改定のお知らせ

現在1冊200円‐2022年7月号より250円

（税別)に改定

5． 4月の｢ワールドフード＋ふれ愛フェスタ｣は予定通り、

2022年4月23日(土)．24日(日)の開催決定。

本年度のWFFは､「コロナゼロ､カーボンゼロ､ポリオ

ゼロ｣をテーマに､ロータリーの公共イメージ向上とと

もに医療従事者への感謝を伝えるイベントとなります。

6． クラブ事務局が入居している泰明ビルの外壁等大規

模改修工事が2022年4月より約2か月間予定され

ております｡落下の危険がある為ビルの千種RCの外

看板が外され､今後も外看板の設置は無くなります。

薪
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お知らせ ：
名古屋名駅RC例会場と事務局移転のお知らせ

現在の名鉄ニューグランドホテルより名鉄グランド

ホテルヘ移転されました（3月2日例会より）

【例会場】 名鉄グランドホテル

名古屋市中村区名駅1-2-4
TELO52-582-2211

【事務局】 名鉄グランドホテル13階
TELO52-433-8160

FAXO52-433-8161

名古屋市千種消防署にて

……一一一
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進めています。

・災害救援におけるプロジェクトパートナーであるシェルターボ

ックスは､東欧の□一夕リー会員と連絡を取り､一時的な住居や

ほかの必要物資の提供方法について検討しています。

． 「難民､強制退去者､移住者のための□一タリー行動グループ

(TheRotaryActionGroupforRefugees, Forced

Displacement, andMigration)｣は､この危機への対応と

してグループのリソースを集結させています。

すでに100万人がウクライナから避難しており､緊急支援が早急

に必要となっています｡国連は､避難する人の数が500万人に

上る可能性があると推測しています｡ヨーロッパや世界のロータ

リークラブが救援活動に乗り出しており､中には避難者を支援す

るために現地で活動しているクラブもあります。

ロータリーでは､ウクライナと近隣諸国での状況を引き続き注視

していきます｡クラブによる支援方法や､ロータリー会員にでき

ること､現地の人びとへの影響等に関する最新情報は､ロータリ

ーのソーシャルメディアをフォローしてご覧ください。

遭謹雛鶉‘,‘Rotary

＞財団室NEWS3月号より

【ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明】

ウクライナと世界の人びとにとって､痛ましく悲惨な状況

となっています。ロータリーは､ウクライナにおける状況

悪化と､人命の喪失および人道的苦難が深刻化している

ことを深く懸念しています｡ウクライナに対する軍事行

動が続けば､地域の荒廃を招くだけでなく､欧州と世界に

も悲惨な結果が広がる恐れがあります。世界最大の人

道支援団体の一つとして､ロータリーは｢平和｣を世界的

使命の礎としてきました｡私たちは､国際社会とともに

即座の停戦､ロシア軍の撤退､および対話を通じた対立

解決のための外交努力の再開を求めます。過去10年

間､ウクライナ､ロシア､および近隣諸国のロータリークラ

ブは､国の違いを超えて､親善を推進し､戦争や暴力の

被害者への支援を先導する平和構築プロジェクトに積極

的に取り組んできました｡私たちは今､この悲劇的な出来

事に直面しているウクライナのロータリー会員や人びとの

ために祈ります｡国際ロータリーは､救援物資や支援を

提供し､ウクライナ地域に平和をもたらすために全力を

尽くします。 記事はこちら↓
【MyRotaryより〉

ロータリー財団がウクライナ地域での直接的人道支援の

窓口を設置

深刻化するウクライナでの人道的危機への対応として､ロータリ

ー財団は現在､ロータリー地区が実施している救援活動を支える

資金を世界中のロータリー会員が寄付することのできる正式な

窓口として､災害救援基金を指定しました。

これに伴い､ロータリー財団は以下を承認しました：

・現在から2022年6月30日まで､ウクライナと国境を接する

指定ロータリー地区とウクライナ国内の□－タリー地区は､災害

救援基金から各地区5万ドルまでの補助金を申請できます｡迅速

な手続きが行われるこれらの補助金は､水､食料､シェルター､医

療品､衣服といった救援物資を含め､この危機による難民や被災

者の支援に利用できます。

・上記の期間､難民やそのほかの被災者への支援を希望する、

影響を受けたほかのロータリー地区も、災害救援基金から

25,000ドルの補助金を申請することができます。

・現在から2022年4月30日まで､ロータリー地区は未配分の

地区財団活動資金(DDF)を災害救援基金に充て､ウクライナと

関連する人道的補助金を支援することができます。

・ウクライナ支援のための災害救援基金への寄付は､こちらか

らお寄せいただけます。ウクライナでの救援活動を支援するた

めの災害救援基金へのご寄付は､2022年4月30日までに行う

必要があります。

・ ロータリー財団を通じた支援は災害救援基金が主な窓口とな

りますが､ロータリークラブと□一夕一アクトクラブもウクライナ

での人道的危機に対して独自の支援を行うことが奨励されてい

ます。

災害救援基金を通じた支援に加え､財団はパートナー団体や地

域リーダーと協力し､増加する人道的ニーズへの効果的なソリュ

ーションを模索しています。

・国連難民高等弁務官事務所(米国)と協議し､ウクライナや近

隣諸国で行き場のない人びとのニーズに対応するための準備を

企』&公……凸公…､卦cへ八八ｺ心…､…全…ー壁画』心や八全

鱒Rotary
ロータリー囲碁同好会

「第19回ロータリー全国囲碁大会｣のご案内

RI公認の親睦団体であるロータリー囲碁同好会(GPFR

/GoPlayingFellowshipofRotarians)主催の

｢第19回ロータリー全国囲碁大会｣が5月14日(土)に、

東京･市ヶ谷の日本棋院本院で開催いたします｡コロナによ

り延期が続き､2年半ぶりの開催となります。

GPFRは2000年3月より毎春に日本､韓国､台湾の順

で囲碁対抗戦を繰り広げており､碁盤を通じて国際奉仕、

親睦活動を進めています｡2015年ハワイの米国支部が加

わり、毎春に｢ロータリー囲碁チャンピオン｣競っておりま

す｡全国囲碁大会は秋に開催して大会参加を呼び掛けて

います。

碁盤を通じて国際交流と親睦を図る会ですので､クラブ内

の囲碁好きの会員皆様に参加を呼びかけて頂きますよう、

ご案内をお願い申し上げます。

大会は上級者(五段以上)、中級者(二段～四段)､初級

者(初段以下)の3クラス制の早碁戦です｡大会参加はメー

クアップ(国際奉仕活動)になります｡2名以上の参加でクラ

ブ対抗戦を行っております｡初心者､ご家族のご参加も歓

迎いたします。

＜記＞

日時 2022年5月14日(土)09:30
登録受付10:00開会式16:00表彰式､記念撮影

会場 東京･市ヶ谷の日本棋院本院1階対局室

主催 ロータリー囲碁同好会

共催 第2580．2750地区ホストクラブ東京RC

参加料7000円(昼食代､賞品代等含む）

大会参加のお申し込みは､氏名､地区､クラブ名､年齢

(女性は不要)､級段位を明記して､所属ロータリークラブを

通じて､上記のGPFR日本支部宛にFAX(03-3452-

1652)でご連絡下さい｡参加要領等を返信いたします。
申し込み締め切り日は5月6日(金)です。
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次回例会:2021年3月29B(火) 12:30名古屋マリオツトアソシアホテル16階ﾀﾜｰｽﾞﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ
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