
     

 

- 1 - 第 2888 回例会                   

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 8 月月月月 3 日日日日))))    第第第第 2888 回例会回例会回例会回例会 ≪≪≪≪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≫≫≫≫     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 2887 回回回回 ’’’’12 年年年年 7 月月月月 27 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ 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稲沢市荻須記念美術館稲沢市荻須記念美術館稲沢市荻須記念美術館           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」」」」 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        「日も風も星も」   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  三輪孝秀君 ビ ジ タビ ジ タビ ジ タビ ジ タ ーーーー  水谷豊君（尾西ＲＣ） 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   71 名   7 月 6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    10 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   59 名    MAKEUMAKEUMAKEUMAKEUPPPP 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   83.10%   訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率    100% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席    篠田廣君、滝川林一君、稲垣宏高君、鈴木吉男君（地区Ｒ財団セミナー）、鈴木吉男君（第 1回国際奉仕・識字率向上合同委員会）、篠田廣君、滝川林一君、稲垣宏高君、鈴木吉男君、前田昭生君、寺島淳一君、野々山勝也君、浅井彦治君、小林啓子君、生田達一君、大河内勝彦君、岡本康義君、伊藤哲朗君、山田勝弘君、堀田力男君、加藤隆朗君、片岡鉄君（役員理事委員長会議） 
 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    本年度に入り、2回のクラブフォーラムにおいて各委員会より年次計画を発表していただきましたが、昨年度の会長エレクトとして「効果的なロータリークラブとなるための活動計画の指標」をガバナー補佐に提出しましたので、簡略に発表させていただきます。  現在の会員数：男性 67名、女性 4名  会員の平均年齢：61.29 歳 

 過去 2年間に新会員を推薦した会員数：10 名 ・当クラブの職業分類調査には、56 種類が含まれ、9種が未充填 ・新会員を惹きつけるのは、どのような点ですか：地元経済人の交流 ・逆に妨げとなっているのは：伝統があるゆえに敷居が高い ・今後の状況：本年度中に目標 74名 ・有望な会員候補を探す場として、青年会議所、商工会議所、医師会等 ・目標を達成するための計画： 1． クラブが地域社会の多様性を反映できるような勧誘計画を立案する。 2． 有望なロータリアン候補者に、会員に期待されている事柄について説明する。 3． 新会員のためのオリエンテーション・プログラムを実施する。 4． 新会員を推薦したロータリアンの表彰。 5． ロータリー親睦活動に入会するよう会員に勧める。 ・今後の活動計画としては、本クラブとして 80名位が適当か。 ・奉仕プロジェクトは当クラブは現在あまりやっておりませんが、本年度の目標として、 1． 地元地域社会を対象としたもの 2． 地元青少年育成事業 ・次に、ロータリー財団に関する目標としては、年次プログラム基金への寄付：1人 120㌦ ・クラブ運営について 1． クラブ・リーダーシップ・プランに基づいて行う。 2． クラブ理事会は月 1回 3． 理事会や委員会などの役員の継続性の確保 4． 全会員がクラブで積極的に活動できる制度を確立 5． 毎週クラブ会報を発行 6． 会場委員会による例会プログラムの企画・運営 7． ウェブサイトの設置と更新 
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8． 家族会旅行やクリスマス家族例会にてロータリアン家族の参加 以上、楽しく、有意義な例会を目指します。 次回はガバナー補佐の訪問です、いろいろ質問されますので、各委員長さんは、しっかり勉強しておいてください。     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． 本日臨時決算総会を行います。2011～2012 年度決算、2012～2013 年度予算書(案）、貸借対照表が、本日お配りしたクラブ計画書にはさんであります。 2． 『ロータリーの友』8 月号をお配り致しました。 3． 本日の第 1 回地区国際奉仕委員長会議に鈴木吉男地区識字率向上委員長と大河内勝彦国際奉仕委員長が出席されます。 4． 8 月１日 18：00 より会員増強委員会が「和華」で開催されます。会員増強委員会よりアンケートをお配り致しました。 5． 本日、「西尾張分区９クラブ親善ゴルフコンペ開催のご案内」を配らせて頂きました。ご参加宜しくお願い致します。 6． 次回 8 月 3 日はガバナー補佐訪問例会です。例会終了後、クラブ協議会を行いますので、役員・理事・委員長の方はご出席をお願い致します。やむなく欠席の方は、代理出席をお願い致します。 7． 8月のロータリーレートは、1ドル 80円です。 8． 8月3日例会の3分間スピーチは水野人志君です。 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 2882882882887777 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    山田美佐子様（お車代をいただきました） 水谷豊君（尾西ＲＣ）高木パストガバナー補佐、住田パスト会長には大変お世話になりました。 篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 暑い日が続きますが、お身体に気を付けてください。本日もよろしくお願いします。 服部昭三君 荻須美術館の山田美佐子館長をお迎えして。本年 3月に第 13回西尾張ロータリークラブ美術展でお世話になりました。 佐藤敬治君 本日卓話を担当します。尾西ＲＣ水谷豊さんをビジターにお迎えして。 加藤則之君、山田勝弘君 尾西ＲＣ水谷豊さんをお迎えして。 安江正博君 孫が稚児に出させてもらいます。 

浅井賢次君 ①津島天王祭が無事盛大に行われますようお祈りいたします。②家内も御蔭で少し元気になってきました。松崎先生、河西先生、いろいろありがとうございました。③祭りに孫共大勢集まり賑やかになり、朝祭りはまた孫の友達が 30人程集まりバーベキューをするそうで、皆来ていただけることが嬉しいです。 清水裕之君 特になし。 服部貴君 明日からの尾張津島天王祭の大成功を祈念して。 伊藤祥文君 天王祭が無事開催されますように。 余郷利彦君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君 良い天気で天王祭が無事開催されますように。 加藤泰一郎君 先週マレーシアのリゾート地に行ってきましたが、老齢者に場違いのところでした。でも、もう一度行きたいです。眺めがいいですよ！ 前田昭生君 決算報告が終わりましたら、早退させていただきます。 宇佐美三郎君 先日宅見さん、三谷さんにお世話になりました。 堀田力男君、山田勝弘君、加藤隆朗君、浅井彦治君、服部貴君、清水裕之君、片岡鉄君 ウィークリーに写真が載りました。 幅辰雄君、伊藤祥文君、根崎健一君、中野義光君、加藤則之君、篠田知生君、佐藤栄一君、相羽あつ子君 その他。             寺田健一君寺田健一君寺田健一君寺田健一君    忘却とは忘れ去ることです。あらゆるものが去っていくような気がします。 隣りの人に年齢を聞かれ、まだ 19 歳というとびっくりされました。反対にすると 91 歳です。（津島ＲＣで）大正生まれは私一人です。頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  パストガバナーパストガバナーパストガバナーパストガバナー補佐補佐補佐補佐        高木輝和君高木輝和君高木輝和君高木輝和君    私は 2 年前にガバナー補佐をやらせてもらいましたが、すっかり忘れました。来週はガバナー補佐訪問で服部君が来られますが、彼とは同級生です。江上弘君や、東海テレビの常務になった佐藤君も同級生です。佐藤君は亡くなりました。健康は一番大事で、私は恥ずかしいくらい健康であります。篠田会長は張り切りすぎてエンストしても困るので、程々にしていただきたいと思います。来週のガバナー補佐訪問には、皆さん欠席しないようにお願いします。 
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 卓卓卓卓    話話話話    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稲沢市荻須記念美術館稲沢市荻須記念美術館稲沢市荻須記念美術館           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」」」」          稲沢市荻須記念美術館は昭和 58 年に開館し、平成 25 年に開館 30周年を迎えます。荻須高徳の世界唯一の記念館として、調査・研究、作品の収集・保存、展示、教育普及を行っており、平成 8 年には荻須がパリで使っておりましたアトリエを復元し、制作の場をご覧いただけるようになりました。 荻須は 1901 年に稲沢市に生まれ、1916 年に愛知県立第三中学校（現在の津島高校）に入学し、卒業する 1921 年の 3月まで、稲沢市の井堀に住んでいました。上京して東京美術学校（現在の東京藝術大学）で小磯良平らとともに藤島武二教室で学びました。卒業後はパリに渡り、サロン入選、個展開催と、画家として順調に歩みを進め、スイスの美術収集家バッサンジェ氏などの支援者や、俳優アリ・ボールなどの友人たちとの交流も深まりましたが、第二次世界大戦が始まり、帰国を余儀なくされました。戦後は日本人画家として初めてパリに渡り、再び画家としてのみならず、日仏文化の交流にも力を尽くしました。1965 年には 17年ぶりに稲沢へ戻り、この頃母校の津島高校で講演を行ったようです。若い頃は自転車に絵具箱をくくりつけ、晩年は車で制作の場へ赴き、生涯一貫して描き続けた画家でした。亡くなった 1986年に文化勲章を受章し、今はパリ、モンマルトル墓地に美代子夫人とともに眠っています。 荻須はパリの裏街を多く描き、パリの画家として親しまれましたが、当館では平成 19 年度にヴェネツィアを描いた 100号の大作を購入したことを契機に再研究し、ヴェネツィアがパリに並ぶ重要なテーマであることを検証しました。これは作品収集と調査研究が一つの環を成した好例でした。私は、荻須の描いたパリ、ヴェネツィアの現地調査を行う中で、荻須は風景や建物を描いてそこに住む人々の魂を抽出して私たちに伝えようとしたと実感することができました。皆様もぜひ、

稲沢市荻須記念美術館に御来館いただき、荻須が伝えようとした世界を感じていただければ幸いです。  臨時決算総会臨時決算総会臨時決算総会臨時決算総会  前田昭生会計より、先週の理事会で承認された 2011～2012 年度の決算報告の後、服部昭三監査より監査報告をして、全員一致の拍手で可決されました。  また、稲垣宏高幹事より、2012～2013 年度の予算発表も行われました。  そのそのそのその他他他他                                                                                                                                                     

 今回から 3 分間スピーチを実施します。 
加藤隆朗会場委員長 

堀田力男親睦活動委員長 

「友ノート、よろしく」と、浅井彦治会員増強委員長 

三輪孝秀君のソングリーダーと横井知代君のピアノ演奏で、元気いっぱいロータリーソングを！ 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    ◆◆◆◆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                                            ↓↓↓↓    第第第第 2889 回回回回    ’’’’12 年年年年 8 月月月月 20 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    ホストホストホストホスト：：：：あまあまあまあまロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    おおおお知知知知らせらせらせらせ    ◆◆◆◆8888 月月月月 10101010 日日日日（（（（金金金金））））休休休休会会会会        ◆◆◆◆津島津島津島津島ＲＣＲＣＲＣＲＣ事務局夏季事務局夏季事務局夏季事務局夏季休暇休暇休暇休暇はははは、、、、            8888 月月月月 9999 日日日日((((木木木木))))～～～～15151515 日日日日((((水水水水))))ですですですです。。。。            おおおお急急急急ぎのごぎのごぎのごぎのご用用用用はははは稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事までまでまでまで            ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。     

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・・・・ニューニューニューニュースススス（（（（7777 月月月月 23232323 日日日日））））        幼児死亡率幼児死亡率幼児死亡率幼児死亡率のののの削減削減削減削減をををを目指目指目指目指すすすす    国際国際国際国際プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト   年間数百件に及ぶ未熟児の救命医療を支援するために、エジプトと米国のロータリアンが協力して、新生児のための集中治療設備をカイロ市の病院に寄贈しました。ヘリオポリス（エジプト）とミネアポリス（米国ミネソタ州）のロータリー・クラブによって実施され、「母子の健康」の重点分野に該当するこのプロジェクトは、ロータリー財団の補助金によって実現しました。  年に 100万人の患者が利用するこの病院では、多くの患者に対応するための医療機器が不足していました。また、貧困層や十分に医療ケアを受けていない人々が患者の大部分を占め、全患者の25％という高い死亡率が問題となっていました。  そこで、幼児の死亡をなんとか減らしたいと考えたヘリオポリスのロータリアンは、病院と連絡を取って支援方法を検討、その後、ミネアポリス・ロータリー・クラブと協力してロータリー財団の補助金に申請し、除細動器、人工呼吸器、輸液ポ ンプ、注射器ポンプ、診断機器を寄贈するための23,000ドルを調達しました。また、寄贈物資の使用方法を病院スタッフに教えたほか、適切な衛生管理と栄養摂取に関する研修をしています。  「プロジェクトの第 1 の目的は、母子の健康を改善し、幼児の死亡を減らすこと」と、ヘリオポリスの会員でロータリー公共イメージ・コーディネーターであるアヨブ・マハムド・アヨブさんは述べます。しかし、エジプトではロータリーへの認識が低く、懐疑的な人もいるため、プロジェクトを通じた人々の認識向上が第 2 の目的です。「ニーズを抱える人々を支援するロータリアン」の存在を知ってもらいたい、とアヨブさんは話します。  寄贈を受けた病院の小児科医、ナビル・アブデル・アジズさんは、ロータリーのおかげで胃腸障害による乳児死亡率が 2％（年に数百人の割合）低下したと話します。「ロータリーの支援がなかったら、もっと多くの子どもが命を落としていたでしょう。エジプトは、このような国際的支援と理解を必要としています」  「ロータリーが与えてくれたのは寄贈物資だけではありません」とアジズ医師は述べます。「貧困に苦しむ多くの親に、子どもの医療ケアという希望を与えてくれました」  この病院では、現在も新生児用の医療機器が不足しています。そのため、ヘリオポリスのロータリアンは、今後も海外のクラブと協力してロータリー財団の補助金を申請し、2015 年までに不足している機器を提供することを計画しています。     

「「「「ハイビスカスハイビスカスハイビスカスハイビスカス」」」」    ハイビスカスは日本名で「仏桑花」（ぶっそうげ）と言います。インド洋や太平洋の島々が原産地で、ハワイに持ち込まれてから広まりました。ハワイ州の州花でもあります。 摘んでもなかなかしおれないので、「レイ（花の首飾り）」に使われます。ネパールでは、聖なる花として大切にされています。花言葉は「常に新しい美」「勇ましさ」「勇敢」「新しい恋」「繊細な美」「上品な美しさ」「華やか」などで、生き生きしたイメージです。         画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                     ガバナー月信は8月号よりメール配信となっております。第 2760 地区ホームページ、または下記アドレスから直接ダウンロード、閲覧してください。 
http://www.rotary2760.

org/g12-13/2760monthl

yletter_201208.pdf プリント版をご希望の方は、津島ＲＣ事務局へご連絡ください。 


