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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2012 年年年年 7 月月月月 20 日日日日))))    第第第第 2886 回例会回例会回例会回例会 ≪≪≪≪クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムⅡⅡⅡⅡ≫≫≫≫     先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2885 回回回回 ’’’’12 年年年年 7 月月月月 13 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムⅠ≫Ⅰ≫Ⅰ≫Ⅰ≫ ストレッチストレッチストレッチストレッチ体操体操体操体操        水野人志君    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「奉仕の理想」   ソングリーダソングリーダソングリーダソングリーダーーーー  寺島淳一君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   71 名  6 月 22 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員   21 名   欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    19 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員   57 名   MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     6 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率   80.28%  訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  92.19% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席  日比一昭君、浅井賢次君、寺田晏章君、八谷潤一君（彩雲館エコキャップ回収支援） 
 会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶     篠田廣会長篠田廣会長篠田廣会長篠田廣会長    本日と次週はクラブフォーラムです。各委員長様は、1 年間の実践的計画を発表してください。「効果的な委員長のリーダーシップを発揮するための戦略」として。それぞれの個性を持った人たちの集団であるロータリークラブは、クラブの活性化の源であると同時に、ロータリークラブ特有の資産でもあります。しかし、そのクラブをまとめるリーダーに対しては幾つかの運営課題も提供されます。クラブリーダーが、それぞれの環境の中で達成すべき目標の提示を行い、そのための具体的なアクションプランを提案し、それがクラブを構成する全ての人の充分な理解と協力を得ることは、容易な課題ではありません。リーダーとしての能力と支援を得るためのコミュニケーションスキルの向上を学ばねばなりません。これはクラブ奉仕にも当てはまることですが、それでは「効果的なクラブ」とは、 1．会員基盤を維持、拡大する。2．地元社会およ

び海外の地域社会のニーズにとり組む成果あふれるプロジェクトを実施する。3．プログラムへの参加と寄付の両面を通じて、ロータリー財団を支援する。4．クラブレベルを越えてロータリーで奉仕できる指導者を育成する…と考えられております。 次に社会奉仕ですが、これは「ロータリアン自らが地域社会に入り込み、人々と話し合うことによって、何を必要としているか」ニーズを探り、どのように活動したらよいか討論しましょう。 次に職業奉仕ですが、そもそもロータリアンとして「ロータリーの綱領」と「四つのテスト」を企業倫理として行動すべきであると、私は考えております。 国際奉仕の役割は、全世界の人々が、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。以上四大奉仕に関して私見を述べてみました。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告     稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事    1. 来週の例会もクラブフォーラムとなります。 2. 来週例会終了後、臨時理事会を開催いたします。 3. 理事会終了後、地区会員増強セミナーに、篠田会長、浅井委員長と私で出席いたします。 4. 本日、上期会員証及び地区大会のパンフレットを配布いたします。 5. 本日、社会奉仕事業として津島市観光協会へ救命クッションを贈呈いたしました。 6. 17 日に第１回地区未来委員会が開催されます。鈴木委員に参加していただきます。 7. 国際奉仕委員会より、台北滬尾ロータリークラブ訪問のご案内をさせていただいております、多くの方にご参加いただきますようお願い申し上げます。 以上です、よろしくお願い致します。 
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 ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2882882882885555 回回回回    片岡鉄片岡鉄片岡鉄片岡鉄ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員長長長長    篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 本日はクラブフォーラムです。よろしくお願いいたします。 生田達一君、片岡鉄君、岡本康義君 クラブフォーラムよろしくお願いします。 伊藤哲朗君 観光協会に救命ザブトンを頂きました。 服部昭三君 前年度決算の監査が終わり、次週の理事会で報告しますので、よろしくお願いします。 八谷潤一君 津島駅でヒカリアート事業を天王まつりまで開催します。見にきて下さい。 伊藤幸蔵君 ゴルフ部会の幹事をおおせつかりました。よろしくお願い致します。 水野憲雄君 今日もお花を頂いて帰ります。 高木輝和君 寺田さん、幅さん、今週もゴルフよろしく！ 松崎安孝君 目が合いました。 小林啓子君 古川さん、鈴木さんにおてすうをかけました。 寺田晏章君 先週、例会を休みました。 水野人志君、住田正幸君、矢田潔君、加藤隆朗君、堀田力男君、滝川林一君 ウィークリーに写真が載りまして。 幅辰雄君、伊藤哲朗君、稲川明俊君、前田昭生君、田中正明君、河西あつ子君、加藤則之君、城正憲君 その他。  ≪≪≪≪クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムⅠ≫Ⅰ≫Ⅰ≫Ⅰ≫ 山本達彦社会奉仕副委員長山本達彦社会奉仕副委員長山本達彦社会奉仕副委員長山本達彦社会奉仕副委員長    （野々山委員長の代理です）本年度、社会奉仕委員会の委員長をつとめさせていただく野々山です。  本日は委員長として初仕事であるにもかかわらずクラブフォーラムを欠席して申し訳ありません。山本副委員長、よろしくお願いします。  本年度の活動についてですが、例年の事業を踏襲してまいります。  ・津島市と愛西市の図書館への寄贈  ・ゴミゼロ運動  ・ボーイスカウト、ガールスカウト等の支援  ・環境保全活動 などなどです。  そのほかに、もちろん 60周年記念事業への参画があります。 どの事業も、社会奉仕委員会の皆様、会員の皆様のご協力がなければできないものばかりです。皆様、1 年間どうかよろしくお願いいたします。 

小林啓子新小林啓子新小林啓子新小林啓子新世代奉仕委員長世代奉仕委員長世代奉仕委員長世代奉仕委員長    1． 地域の子供達と一緒に、郷土の文化に触れていこう！ という『天王子ども塾』の活動を引き続き支援します。今回のテーマは「ワクワク古墳学習～奥津社・二ツ寺神明社古墳を訪ねて～」です。開催日時は 8 月 18 日(土)(予備日 19 日)です。 2． RI 第 2760 地区の「東日本大震災被災高校生支援事業」を、当クラブの取りまとめ役である滝川副会長の下、進めてまいります。内容は、被災地区である RI 第 2520 地区の被災高校生(奨学生)を、ロータリアン(支援者)が、3年間奨学金支援するという事業です。支援が 2013年 4 月開始ですので、年内に寄付金の集金をさせていただきたいと思っています。後日、詳細を案内させて頂きますので、御協力の程よろしくお願い申し上げます。     生田達一職業奉仕委員長生田達一職業奉仕委員長生田達一職業奉仕委員長生田達一職業奉仕委員長    1. 会員の職業奉仕についての理解をより一層深めることを目的として、つぎの活動を行う。 (1) 引き続き毎月第一例会のロータリーソングの『四つのテスト』 を継続実施する。 (2) 会報に適宜「職業奉仕に関するコラム」を掲載。 (3) 職業奉仕月間には職業奉仕についての卓話を用意する。 2. 津島神社水路改修協賛事業をサポートする。 3. 60周年事業への参画。     大河内勝彦国際奉仕委員長大河内勝彦国際奉仕委員長大河内勝彦国際奉仕委員長大河内勝彦国際奉仕委員長    1．国際交流 姉妹クラブ・台北滬尾ロータリークラブとの友好について―台北滬尾ロータリークラブ創立7周年記念式典 への参加を奨励する。 2．世界社会奉仕 ＲＩ及び地区のＷＣＳ事業に協力参加する。 3．ＲＩ国際大会（ポルトガル・リスボン 2013年 6 月）への参加を奨励する。 4．海外ロータリークラブでのメーキャップを奨励する。 5．海外での大規模な自然災害等の発生時に義援金を募る窓口となる。 6．60 周年事業への参画。 



     

 

- 3 - 第 2886 回例会                   

岡本康義岡本康義岡本康義岡本康義ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員長財団委員長財団委員長財団委員長    1． 当クラブの一般寄付目標額を会員1人＄120と設定し、地区ロータリー財団への年次寄付を推進する。またポール・ハリス・フェロー2 名(１名＄1,000)の獲得を目標に揚げる。 2． ロータリー財団月間(11月)には、財団の理解推進プログラムを実施し、併せて本年度寄付者を表彰する。 3． ＶＴＴ（職業をもつ、若い人々の為の国際交流プログラム）地区財団委員会の派遣団員募集に協力する。 4． 新地区補助金事業の実施。 5． 60 周年事業への参画。     伊藤哲朗米山奨学委員長伊藤哲朗米山奨学委員長伊藤哲朗米山奨学委員長伊藤哲朗米山奨学委員長    1． 普通寄付金は、会員一人当たり 5,000円とします。 2． 米山功労者になっていただくよう、会員の皆様にお願いします。 3． 60 周年事業への参画。 
  社会奉仕委員会事業社会奉仕委員会事業社会奉仕委員会事業社会奉仕委員会事業     創立 60 周年記念の社会奉仕委員会事業として、津島市観光協会へ「救命クッション」100 個を寄贈しました。11 月の記念式典に先駆けて寄贈したのは、7 月 28、29 日の「尾張津島天王祭り」の観光船で、さっそく使っていただくためです。地元のクローバーＴＶと中日新聞に取材してもらい、それぞれ放映、掲載されました。                

 

 

 

  

誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（7777 月月月月））））    堀田力男親睦活動委員長堀田力男親睦活動委員長堀田力男親睦活動委員長堀田力男親睦活動委員長    伊藤彰浩君（ 9 日） 住田由純君（11 日） 伊藤雅昭君（15 日）  伊藤祥文君（15 日） 寺田健一君（18 日） 篠田 廣君（20 日） 伊藤哲朗君（26 日）     夫夫夫夫    人人人人    水野憲雄夫人 ( 2 日） 伊藤哲朗夫人（ 2日）  根崎健一夫人（ 9日） 伊藤 誠夫人（10日） 児玉 昭夫人（22日） 中野義光夫人（29日）       伊藤雅昭夫人 (30 日） 前田昭生夫人（31日）     結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福    篠田 廣君（20 日）  生田達一君（ 6 日）  そのそのそのその他他他他                                 
↑ 伊藤哲朗観光協会会長、 山本達彦社会奉仕副委員長、篠田廣会長 

伊藤観光協会会長より、お礼の挨拶 

↓ 名入り救命クッション 

 9月の台北滬尾ＲＣ訪問にどうぞご参加ください。 
大河内国際奉仕委員長 

滝川林一副会長 

加藤隆朗会場委員長 松崎安孝君と高木輝和君 

矢田潔Ｓ.Ａ.Ａ.と 寺田晏章直前会長 

 わしらも写してくれるきゃ？ 

先週入会したばかりの水野
人志君のストレッチ体操

 
↓
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2887 回回回回    ’’’’12 年年年年 7 月月月月 27 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：佐藤敬治君佐藤敬治君佐藤敬治君佐藤敬治君    講講講講 師師師師：：：：稲沢市荻須記念美術館長稲沢市荻須記念美術館長稲沢市荻須記念美術館長稲沢市荻須記念美術館長                山田美佐子氏山田美佐子氏山田美佐子氏山田美佐子氏    演演演演 題題題題：「：「：「：「荻須荻須荻須荻須のののの世界世界世界世界」」」」    おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会    7 月 27 日（金）例会にて 

    今月今月今月今月ののののＲＩＲＩＲＩＲＩ会長会長会長会長メッセージメッセージメッセージメッセージ    （2012 年 7 月国際ロータリーホームページより） 朋友ロータリアンの皆さん、私の世代は、戦後に日本で育った最初の世代です。平和を重視するのは当然のことだと思います。自らの国の軍国主義の結末を経験した私たちの世代は、日本が平和を選ぶ大きな決断をした結果、目覚ましい経済発展を遂げていくのも目にしました。  この決断があってこそ、日本は成長と繁栄を遂げることができたと思います。そのおかげで、子どもたちの世代が安全な環境で成長し、教育を受け、暮らしを向上させることができたのです。また、この決断によって他の国や文化に対する日本人の見方は根本的に変わりました。日本人は心を開き、より寛容になり、もっと深く世界を理解するようになりました。  個人個人個人個人ののののニーズニーズニーズニーズよりよりよりより、、、、社会社会社会社会ののののニーズニーズニーズニーズ     さらに、平和を選択したことによって、私たちは前向きな目標に力を注ぐことができるようになりました。  個人のニーズより社会のニーズを重視するのは、日本の文化と切り離せない、伝統的な価値観です。2011年3月に起こった大地震と災害後、数週間、数か月間、私たちが生き延び、復興に努力できたのも、この価値感があったからです。  これは、日本以外の国々にとっても、良い教訓であると思っております。他者のニーズが、自分自身のニーズよりも大切だと思い、社会全体のための共通の目標に向かって力を合わせることができるようになれば、すべてが変わるのです。世界との関わり方が変わります。何を優先するのかが変わります。そして、平和の概念をどのように理解するのかが変わります。  2012－13年度には、「平和」が私たちの焦点であり、目標です。皆さんには、「奉仕を通じて平和を」もたらすため、積極的に活動していただくようお願いいたします。  他者他者他者他者へのへのへのへの尊重尊重尊重尊重のののの気持気持気持気持ちはちはちはちは平和平和平和平和なななな暮暮暮暮らしをもたらすらしをもたらすらしをもたらすらしをもたらす     ロータリーの中核にあるのは、奉仕の力に対する信念です。奉仕を優先することで、自分よりも他者のニーズが優先され、人々が抱える困難に対し、深い同情の心が生まれます。自分の時間やリソースを惜しみなく与え、新しい考え方に対してもさらに心を開くことができます。他人を変えようとするのではなく、すべての人やものから学ぶことがあると認識することです。  奉仕を通じて、私たちは、互いの違いに対して寛容になり、周囲の人に対して感謝の気持ちを抱くようになるでしょう。そして、もっと相手を理解し、あらゆる人の中に善を見いだすことができるでしょう。こうした理解から生まれる他者への尊重の気持ちが、平和な暮らしをもたらすのだと思います。  今年度、「奉仕を通じて平和を」の精神をもって、ロータリーの目標である平和な世界に向けて邁進していただくよう、よろしくお願い申し上げます。  国際ロータリー会長 田中作次 
 

速報速報速報速報!!!!!!!!    2012201220122012～～～～13131313 年度第年度第年度第年度第 1111 回津島回津島回津島回津島ＲＣＲＣＲＣＲＣゴルフゴルフゴルフゴルフ部会部会部会部会    7 月 19 日(木）、36℃を超える猛暑の桑名ＣＣにて、今年度初めてのゴルフ部会を開催しました。みんな熱中症対策をバッチリして頑張りました。スコアは次回会報をお楽しみに。  「「「「白白白白    鳥鳥鳥鳥」」」」    シベリアでは 6月～７月頃に白鳥の雛が生まれ、その翌日にはヒナは水辺に移動して親鳥に見守られながら餌のとり方を学びます。3カ月後の9月～10月、ヒナは飛べるまでに成長し、日本へ渡ってきて越冬します。オオハクチョウは 3,000km、コハクチョウは 4,000kmも日本から離れた北緯 50度以北のシベリアから、約２週間で渡ってきます。シベリアと日本の間をノンストップで渡って来る訳ではなく、何度も中継地で休みながら渡っています。 夫婦夫婦夫婦夫婦のののの会話会話会話会話（オオハクチョウ）  白鳥がなにか叫びながら、羽をばたばたさせているのは、ものの本によると、夫婦や家族の会話だとか。「コーコー」と、けっこう大きな声です。 首首首首のののの差差差差  白鳥の首が長いのは、川底のえさをとるためだそうです。ガンやカモたちは首の長さでは白鳥にかないません。       画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三               
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