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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 27 日日日日))))    第第第第 2887 回例会回例会回例会回例会 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：：：：稲沢市稲沢市稲沢市稲沢市荻須記念美術館荻須記念美術館荻須記念美術館荻須記念美術館           館長館長館長館長    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」」」」     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 2886 回回回回 ’’’’12 年年年年 7 月月月月 20 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Ⅱ≫Ⅱ≫Ⅱ≫Ⅱ≫ ストレッチストレッチストレッチストレッチ体体体体操操操操        中野義光君    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  猪飼充利君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   71 名  6 月 29 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     7 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   61 名   MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     4 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  85.92%   訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  98.59% 
 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    国際ロータリーは100年目の節目を迎えてから、いくつかの課題を抱えています。中でも、会員減少に歯止めがかからない状況は、ロータリーの存続基盤を揺さぶる大きな課題となっております。 会員減少の背景には「クラブ活性化」の問題があり、RI はより簡素化された委員会構成で、効果的なクラブ造りを提唱しています。その方針として「効果的なクラブ管理の枠組みを提供することにより、ロータリークラブの強化を図ること」としています。  そして、その効果的クラブにするプランとして、現・次期・元クラブ指導者が、①長期計画の立案、②年次目標の設定、③情報を伝えるためにクラブ協議会を実施、④会員間の親睦を深める、⑤会員全員が運営に活発に関与する、等があげられるが、やはり大切なのは、例会は「人生の道場」である

と各自が認識し出席率を上げることであり、自己の奉仕の心を深めることであると考えられます。  次に米山奨学事業についての問題点ですが、奨学生の最終決定は選考委員会でされるが、近年「優秀性」の評価は勿論のこと、国籍の偏りも含めて選考の問題点、例えばテストの方法、大学や国別等について考えられるようになってきております。  次に「効果的な広報活動計画とその実践」についてですが、RI はロータリーに対する内外の認識と公共的イメージを高めるために公共キャンペーンを実施すると同時に、その活動の成果や取り組みを世界に語り伝えていますが、各クラブの広報活動は如何にあるべきか、また広報活動が会員増強に与える効果について考えてみましょう。  いずれにしても、2015 年にロータリーも 110 周年を迎えますが、今後の存続・拡大には、たくさんの課題を抱えていることは事実のようです。  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. 本日は、先回に引き続きクラブフォーラムです。クラブ奉仕委員会の皆様よろしくお願いいたします。 2. 次週 7 月 27 日に臨時決算総会を開催いたします。 3. 本日理事会終了後、地区会員増強セミナーに浅井委員長と私が出席いたします。 4. 7 月 24 日に、加藤泰一郎広報委員長が地区第１回広報委員長会議に出席致します。 5. 本日、例会終了後、理事会を行います。役員、理事、委員長の方は出席をお願い致します。 6. 来週は、地元名産のジンジャーカレーにさせていただきます。 7. 8 月の日程のご案内をお配りしました。 8 月 3日（金）ガバナー補佐訪問 8 月 10 日（金）休会 8 月 17 日（金）を 20 日（月）に変更して、 
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あまＲＣ合同でガバナー公式訪問例会となります。 以上、ありがとうございました。  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 2882882882886666 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 本日のクラブフォーラムです。よろしくお願いします。 服部昭三君 日本赤十字社から金色有功章をいただきました。 幅辰雄君 酷暑の中、7 月ゴルフ例会で優勝しました。 滝川林一君 孫娘が明治神宮で開催される全国中学生弓道大会に、徳島県代表で出場します。瑞菜（みずな）頑張れ！ 山田清三君 ニコの皆様ガンバッテネ。 伊藤祥文君 来週の天王祭りよろしくお願いいたします。 水野憲雄君 昨日のロータリーゴルフでは熱中症にかかり、皆様に心配をかけました。すみません。もっと体力をつけます。早退します。 住田正幸君 ゴルフ例会、出席できなくてすみません。 山田勝弘君 先週のクラブフォーラム欠席しました。本日は、よろしくお願いします。 片岡鉄君、小林啓子君、水野人志君、生田達一君、大河内勝彦君、岡本康義君、伊藤哲朗君、堀田力男君、伊藤雅昭君、松崎安孝君、高木輝和君、寺田晏章君、矢田潔君 ウィークリーに写真が載りました。 加藤則之君、稲川明俊君、城正憲君、河西あつ子君、佐藤栄一君、八木秀雄君 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ⅡⅡⅡⅡ≫≫≫≫ 山田勝弘山田勝弘山田勝弘山田勝弘クラブクラブクラブクラブ奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長 各委員会の皆様、今年度は創立 60 周年もありますので、よろしくお願いします。      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 １． 親睦活動をクラブ奉仕活動の根幹の一つと認識しFellowship の確立を目指す。 ２． 会員相互並びに家族相互の親睦を図り、これを深めるために、あらゆる機会を通じて努力する。 

３． 当クラブの例会に出席されるビジターの方には、 とくに誠意と笑顔をもってお迎えし、楽しい雰囲気を作る。 ４． 月初めの例会において、会員並びに配偶者の誕生日を Happy Birthday to youを唱和し祝福すると同時に結婚記念日をお祝いする。 ５． 通常例会のみならず出張例会、家族会、新年例会等には会場委員会と協力して楽しい例会を実現するべく計画立案し実行する。 ６． 会員並びに家族の慶弔に際して早急に会員に知らせると共に、内規に従って対応する。 ７． 会員同士の各種の会の開催を奨励し、積極的に参加するよう働きかける。 ８． 本年度新入会員がクラブ全員に早く溶け込んで頂けるように、最大限の努力をする。 
 清水裕之清水裕之清水裕之清水裕之ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員長情報委員長情報委員長情報委員長 １． 新入会員があれば、可及的早期にロータリー活動内容等の説明会を開く。例会後の 30 分程度を活用する。テキストは「ロータリーへようこそ」を用いる。 ２． 年度内に 1～数回、役員理事と新入会員の懇親会を開催する。 ３． １,２により新入会員の緊張を和らげ、活動に活発的に参加し易くする。更に退会防止に努める。 
 加加加加藤隆朗会場委員長藤隆朗会場委員長藤隆朗会場委員長藤隆朗会場委員長 １． 例会に必要な会場設営、及び付帯設備を開会 30分前には全て完了する様努める。 ２． 例会に必要な会場設営、及び付帯設備を開会 30分前には全て完了する様努める。 ３． 親睦活動委員会と協力して、会員相互の親睦を図ると共に来訪されたゲスト・ビジターの方々が打ち解けた気持ちで過ごして頂ける例会運営を心掛ける。 
 浅井彦治会員増強委員長浅井彦治会員増強委員長浅井彦治会員増強委員長浅井彦治会員増強委員長 １． 地元地域社会に密着しているため、ロータリーの奉仕の理想を広め、会員増強の重要性を強調する。 ２． クラブの職業分類表を検討し、未充填の職業分類に対して適格な会員候補者を理事会に推薦するよう努める。 
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３． 新会員の推薦は会員の責務である。よって会員増強に努力し、クラブの活性化が図れるように努める。 ４． 会員増強も重要であるが、さらに退会防止についても各委員会と協力し、努力したい。  加藤泰一郎加藤泰一郎加藤泰一郎加藤泰一郎クラブクラブクラブクラブ広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長 代理代理代理代理：：：：服部貴服部貴服部貴服部貴副委員長副委員長副委員長副委員長 １．会報は原則的に各例会毎に 1回刊行する。 ２．各委員会との連携を取りながら会報を通して、会員や地区内のロータリークラブ、台北滬尾ロータリークラブ等に津島ロータリークラブの活動を知らせる。 ３．報道機関との良好な関係を築きながら情報を提供し報道を依頼すると共に、『ロータリーの友』に寄稿することにより、津島ロータリークラブの活動及び西尾張津島の街を広く知らせる。 ４．津島ロータリークラブのホームページを管理運営することによって、広く地域社会に理解をひろげる。 ５．『ロータリーの友』を会員に配布し、各ロータリークラブの活動に関心を持ってもらう。また、特筆した記事・内容があれば適宜会員へ紹介すると共に、同誌への会員の投稿を促す。 ６．図書館等に「ロータリー誌」を寄贈しロータリー精神の理解と普及に努力する。 
 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長委員長委員長委員長 １．ロータリアンとしての親睦を深めて「思いやり」の精神に基づいて各自が奉仕をできた喜びを、会員に伝えることで、会員相互に喜びましょう。 ２．ニコボックスに協力して頂くようにお願いします。 ３．ニコボックスの目的を達成するために、平素から会員並びに会員家族の喜び事に気を配る。 ４．クラブ広報委員会及び会場委員会の協力により、投函された方の趣旨を会員に周知できるようウィークリーで紹介し、喜びを分かち合い、会員により喜捨して頂けるよう図る。 ５．ニコボックスの発表をわかりやすく会員に伝える。 ６．ニコボックス内規の周知を図り、収入目標(300万円）以上を達成できるよう努力する。  

そのそのそのその他他他他                                            
    （先号の続き）2012～13年度第 1 回 7 月のゴルフ例会は、20日(木)桑名ＣＣで開催され、幅辰雄君が優勝しました。熱中症になりそうな会員もいましたが、無事終了、成績は下記の通りです。 8 月は 23日（木）の予定です。  
 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 優勝 幅 辰雄 43 42 85 14 71 2 位 安江正博 45 42 87 12 75 3 位 浅井彦治 46 49 95 20 75 
 

 日本赤十字社から金色有功章をいただきまして、ありがたいことです。 

何年ぶりかのソングリーダーをつとめる猪飼充利君 

服部昭三君 滝川林一副会長 5 年毎 100％出席表彰 20年   住田正幸君     三谷栄一君 15年  滝川林一君 
10年  河西あつ子君     伊藤  誠君 

 がんばりました！ 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2888 回回回回    ’’’’12 年年年年 8 月月月月 3 日日日日（（（（金金金金））））    ≪≪≪≪ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐訪問例会補佐訪問例会補佐訪問例会補佐訪問例会≫≫≫≫ 時時時時    間間間間：：：：12121212 時半時半時半時半～～～～    会会会会    場場場場：：：：ツツツツシマウールシマウールシマウールシマウール会館会館会館会館    そのそのそのその他他他他：：：：クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会（（（（例会終了後例会終了後例会終了後例会終了後））））    ８８８８月月月月のののの日程日程日程日程    ◆◆◆◆8888 月月月月 10101010 日日日日（（（（金金金金））））休休休休        会会会会    ◆◆◆◆8888 月月月月 17171717 日日日日（（（（金金金金））））例会変更例会変更例会変更例会変更            ↓↓↓↓    ◆◆◆◆8888 月月月月 20202020 日日日日（（（（月月月月））））    ≪≪≪≪ガバナーガバナーガバナーガバナー公式訪問例会公式訪問例会公式訪問例会公式訪問例会≫≫≫≫    時時時時    間間間間：：：：12121212 時半時半時半時半～～～～    会会会会    場場場場：：：：名鉄名鉄名鉄名鉄グランドホテルグランドホテルグランドホテルグランドホテル 11111111 階階階階    

8888 月月月月のののの例会変更例会変更例会変更例会変更                                             国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー・・・・ニュースニュースニュースニュース（（（（7777 月月月月 12121212 日日日日））））        職業研修職業研修職業研修職業研修チームチームチームチームがががが    アガアガアガアガ・・・・カーンカーンカーンカーン大学大学大学大学でででで研修研修研修研修をををを実施実施実施実施     未来の夢計画の下、新しい補助金が 2013 年 7月よりすべてのロータリー地区に導入されます。新しい補助金は、新地区補助金、グローバル補助金、パッケージ・グラントの 3 種類です。  パッケージ・グラントとは、戦略パートナーとの協力の下、ロータリーの重点分野に基づいた奉仕を実施するための補助金です。戦略パートナーの一つであるアガ・カーン大学とのパッケージ・グラントでは、「母子の健康」の重点分野に基づき、保健教育者への研修と、看護学を学ぶ学生への奨学金が提供されます。  重点分野「母子の健康」を支える職業研修チームは2012 年 2月、ナイジェリアの内科医 1 名（ロータリアン）と、看護教育者 3名から成る職業研修チーム（VTT）が、アガ・カーン大学のウガンダ・キャンパスを訪れ、保健教育者を対象に、教育の質と効率を高めるための研修を実施しました。研修では、研究方法の説明や解剖実験のほか、模擬授業が実施されました。チームを率いたロータリアン、マティアス・オラデインデ・ショガさんは、「チームメンバーと大学の双方が学び合える貴重な経験だった」として、今回の訪問を振り返ります。  また、アガ・カーン大学看護学部長のヤスミン・アマルシ教授は、この協力活動を、東アフリカの母子の健康を大きく改善する「歴史を変えるような機会」だと述べます。さらに、アフリカの 2 国間で実施されたことにも、アフリカの結束を高める上で大きな意味があると話します。  チームメンバーは、地元ロータリークラブが実施する奉仕プロジェクトにも参加し、診療所で治療を手伝いました。この診療所は、ウガンダとベルギーのロータリークラブが実施する別のプロジェクトで支援されています。さらにチームは、首

都カンパラ近郊の住民を対象に、出産前の保健について研修を行いました。 チームメンバーは、今回の職業研修チームを通じてロータリーへの理解を深め、チームを派遣したクラブによるほかのプロジェクトにも参加するようになりました。メンバーの一人はロータリーへの入会を検討しており、メンバー全員が、ロータリー学友会のメンバーとなることを希望しているそうです。  職業研修チームとアガ・カーン大学関係者は、今後もスキル向上を目指し、さらなる支援の機会を模索していこうと熱意を燃やしています。一方、チームメンバーは、今後もアガ・カーン大学の看護教育者たちと連絡を取っていこうと考えています。     「「「「ヘチマヘチマヘチマヘチマ」」」」    ヘチマは 95％が水分で大変ミネラルが豊富です。かぜ・五十肩・痔・湿疹・せき・腰痛・リウマチなど多くの相乗効果があるといわれ、特に現代人に不足しがちな、食物繊維を大量に含んでいるので整腸作用もあり、夏バテ防止などにも効果があるといわれます。ヘチマ水は美人水ともいわれ、江戸城の大奥女中の化粧水として献上されたそうです。      画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三               

クラブ名 日 曜 サイン受付 尾張中央 RC 8/1 水 名鉄グランドホテル 名古屋北 RC 8/10 金 名古屋東急ホテル 名古屋清須 RC 8/14 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 一宮中央 RC 8/18 水 一宮商工会議所(夜) 尾西 RC 8/20 月 尾西信用金庫本店 名古屋東 RC 8/27 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 名古屋清須 RC 8/28 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 名古屋守山 RC 8/29 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 
 


