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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 8 月月月月 31 日日日日))))    第第第第 2891 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：：：：伊藤基君伊藤基君伊藤基君伊藤基君 演演演演        題題題題：「：「：「：「facebook」」」」        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 2890 回回回回 ’’’’12 年年年年 8 月月月月 24 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪会員増強会員増強会員増強会員増強及及及及びびびび拡大拡大拡大拡大月間月間月間月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：会員増強委員長会員増強委員長会員増強委員長会員増強委員長    浅井彦治君浅井彦治君浅井彦治君浅井彦治君 演演演演        題題題題：「：「：「：「会員増強及会員増強及会員増強及会員増強及びびびび拡大月間拡大月間拡大月間拡大月間にににに寄寄寄寄せてせてせてせて」」」」 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        猪飼充利君    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        「我らの生業」   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  堀田力男君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   71 名   7 月 27 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    12 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   62 名    MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     5 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   87．32%   訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  98．46% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席  浅井彦治君、服部昭三君、生田達一君、稲垣宏高君、伊藤哲朗君、片岡鉄君、加藤泰一郎君、加藤隆朗君、小林啓子君、前田昭生君、大河内勝彦君、岡本康義君、篠田廣君、滝川林一君、寺島淳一君、矢田潔君、山田勝弘君（ガバナー補佐訪問クラブ協議会） 
 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    皆さん、残暑厳しい中、多数ご出席ありがとうございます。私の今週の例会出席は、今日で 4日目です。月曜日はガバナー訪問によるあまＲＣと津島ＲＣの合同例会、水曜日は稲沢ＲＣ、昨日は一宮ＲＣへ、60周年記念事業のＰＲに行って参りました。 あま・津島の合同のガバナー公式訪問例会では、例会の前に一時間程、会長・幹事懇談会が開かれ、ガバナーより、津島クラブの特徴、被災高校生の受け入れ方、オンツーリスボンへの感触などを尋ねられましたが、なごやかに終わりました。また

千田ガバナーは、本年度から地区の種々の会合を減らしてスリム化に務めると言っておられました。稲沢ＲＣは、父が創立に情熱を傾け、亡くなるまで稲沢ＲＣの事を思っていたことを伝えると、皆さん感激して下さいました。私が会長として稲沢クラブを訪れることができたのも、父の引き合わせかなと思っております。  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. 8月 28日の地区職業奉仕委員長会議に生田達一委員長に出席していただきます。 2. 次回の 3 分間スピーチは大河内勝彦君です。よろしくお願いいたします。 3. 当クラブから2013～14年度青少年交換留学生として、成田浩規（ひろき）君を推薦したところ、 地区から承認の返事を頂きました。 4. 9月のロータリーレートは、1ドル 80円です。 以上です、よろしくお願い致します。  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 2890289028902890 回回回回    幅辰雄幅辰雄幅辰雄幅辰雄ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス副委員長副委員長副委員長副委員長    篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 8 月暑い中多くのメンバーの方にご出席いただき有難うございます。本日もよろしくお願いします。 服部昭三君 ①会報に伊良湖岬灯台の絵がのりました。②事務局にお世話になりました。 小林啓子君 ①多くの方のご協力を得まして無事「ワクワク古墳学習」を終える事ができました。ありがとうございました。②ウィークリーに写真が載りました。 浅井彦治君 本日卓話を担当します。 浅井賢次君 3分間スピーチをさせて頂きます。 
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服部貴君 長男に孫が生まれ、3 人の孫のおじいちゃんになりました。また、元米山奨学生の喩昊君と白鳥、郡上へ行ってきました。 三谷栄一君、伊藤哲朗君 高木さん、加藤さんに大変お世話になりました。又宜しくお願いします。 坂井裕君 小林啓子先生にお世話になりました。 遠山孝義君 後藤亨先生にお世話になりました。 岡本康義君 前回の例会で早退しました。 水野人志君 先回欠席しました。申し訳ございません。 幅辰雄君、山田勝弘君、矢田潔君、高木輝和君、宇佐美三郎君、伊藤幸蔵君、河西あつ子君、水野憲雄君、児玉昭君、滝川林一君 ウィークリーに写真が載りました。 佐藤敬治君、佐藤栄一君、相羽あつ子君、日比一昭君 その他。             浅井賢次浅井賢次浅井賢次浅井賢次君君君君    【【【【私私私私ががががウォーキングウォーキングウォーキングウォーキングをををを始始始始めたわけめたわけめたわけめたわけ】】】】     24 年前の 1988～89 年、会長の指名を受け 7 月から会長挨拶を行うに、何か話の種が落ちていないかと 3ヶ月前の 4 月 1 日からウォーキングを始めました。歩いていると、いろいろなことにぶつかり、津島の古き良き街並みを改めて見ることができ、朝 5 時台に家を出て、天王川公園、津島神社他、神社仏閣を巡り、6時半のラジオ体操を藤の棚の下で約 50 人の人と行なっております。その中に会員の伊藤雅昭さんもおられ、私よりも元気にウォーキングを楽しんでおられ、感服しております。  米之座の辰巳建設の前に小さなお地蔵様があり、お供えしてある器に、このような字が書かれております「     (気は長く心は丸く腹立てず口慎めば命ながらう)」。いつも心に言い聞かせておりますが、時々しまったと反省することがあります。年号の変わる歴史的な年に、1年間無事会長を務めることができたのも、ウォーキングのお蔭と感謝しております。  海外へ行った時も朝早く起き、できるだけ周囲を歩き廻っております。健康にとても良いことも理由の一つです。帰ってから木剣の素振りをし、森光子さんがされているスクワットも行なっております。  ウォーキングにより多くの人々と出合うことができること。私が6歳の時、母親が40歳で他界し、父は仕事の関係で新潟、青森等、半月くらい出張が多く、7 人兄弟で肩を寄せ合って比較的仲良く暮らし、その間近所の方々に大変お世話になり、あちらこちらとお昼ご飯をよくご馳走になりまし

た。その折、父からすべての人々に感謝し、どなたにも挨拶を忘れないよう仕込まれました。中学生の頃、姉の友達等女学生にも会うと帽子を取って挨拶をしたものでした。よく可愛がってもらいました。今、天王川でウォーキングをする時、約50 名くらいの人に帽子を取っておじぎをしております。始めはケゲンな顔をしておられても、4～5 回たつと向こうから挨拶をしてもらえるようになり、その間に多くの方々とおしゃべりすることができ、出会いが生まれ、また世間の広いようで狭いことも実感しました。 
 卓卓卓卓    話話話話    ≪≪≪≪会員増強及会員増強及会員増強及会員増強及びびびび拡大月間拡大月間拡大月間拡大月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：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 演演演演        題題題題：「：「：「：「会員増強及会員増強及会員増強及会員増強及びびびび拡大月間拡大月間拡大月間拡大月間にににに寄寄寄寄せてせてせてせて」」」」 ～～～～津島津島津島津島ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの未来未来未来未来のためにのためにのためにのために                        全員全員全員全員でででで協力協力協力協力しましょうしましょうしましょうしましょう               会員増強成功会員増強成功会員増強成功会員増強成功のののの秘訣秘訣秘訣秘訣～～～～    2760地区の会員の現状は平成24年 7月 1日現在 5名減の4804名で推移しています。内女性会員は 3.58％で 172 名です。我が津島ロータリーは70名で4名減、女性会員は 4 名で例会出席率は97.57％（平均 94.18％）という状況です。 会員にお誘いをかける時に「ロータリーとは何か？」と言われたらと心配する向きもありますが、「ロータリーとは定款にある綱領」です。 ロータリー綱領は有益な事業を基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成することにあります。 １. 奉仕の機会として知り合いを広めること。 ２. 事業及び専門職務の道徳水準を高めること。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめること。 ３. ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活及び社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。 ４. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進すること。 今回の地区会員増強委員会研修内容を参考に、皆さんに成功の秘訣をお話しして参ります。 １．クラブ全員で取り組む。（千田ガバナーも提唱されている） ２．「昔は、親父が亡くなったら必ず息子が入ったものですが……」、それがない。 ３．奥さんからの助言。「主人は大変楽しくお世話になっていましたよ」の言葉は有効。 ４．年配の方の「私はロータリーに入りたかった。
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誘われたら喜んではいりなさい」の言葉で背中を押す。 ５．同好会で親睦を。ゴルフ、俳句、バイク、ワイン同好会。津島ロータリーも昔は色々あったと思います。今後は英会話などは如何でしょうか？ ６．夜の例会を増やして、おいしい料理を食べながら。 ７．先輩の立場からの勧め文句として、若い人には「鍛えてあげるから入れ」「自分で時間を作れる人間になれ」 ８．ロータリーで一番なのは出会いです。 ９．先輩の社長さんと知り合い、経営や生き様を知る。 10. 若い人には自分を鍛えて人間形成をしたいと思っている人がいる、その場を与えてあげる必要がある。 11. 自分の利益だけを追求する人がやめていくのでは。 12. クラブにボスがいることは問題だ。津島ロータリーにはいません。 13. 指導していける人を育成することは大切だと思います。ロータリー情報の内容は重要です。 14. 何と言っても、会長がやる気にならないと会員は増えない!! 以上、将来の津島ロータリーを支えて行く人に全員で声をかけ、その方にロータリーとの出会いのチャンスを提供することで、今後も当会が素晴らしい会でありますように心から願うものです。     そのそのそのその他他他他                           

      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時公式訪問例会時公式訪問例会時公式訪問例会時のののの    千田毅千田毅千田毅千田毅ガバナーガバナーガバナーガバナー講話講話講話講話    まずもって、本日皆様の前でガバナー講話をさせていただけることに貴クラブ及び国際ロータリーに感謝申し上げます。本年 2月にアメリカサンディエゴにて国際協議会に出席してまいりました。その状況をＤＶＤにまとめてまいりましたのでしばらくご覧ください。 ガバナーの責務の一つはＲＩ会長のテーマと運営方針を忠実に皆様にお伝えすることであります。本年度ＲＩ会長は日本人として 3人目になる田中作次さんであります。彼は東北の貧しい村で貧しい家庭の 8人兄弟の 4番目として生まれて、幼いころには母親と月一度、20キロ離れた市場に野菜を売りに行っていたそうです。それが彼にとっては唯一の楽しみであり、外界と触れる唯一の機会だったとお話しになりました。そんな生い立ちからいつかは世界のいろいろなところに行ってみたい、そして大勢の人と語り合いたい、それが田中少年の夢だったそうです。 さて、本年度ＲＩテーマは “Peace Through Service”「奉仕を通じて平和を」であります。会長の言う平和とは、戦争と対局にある平和ではなく、あなたの心の中にある平和であります。 次にＲＩ会長強調事項についてであります。会長は「ロータリー・クラブと地区による平和活動」として、5 つ挙げられておりますが、ここでは、１．クラブや地区の平和フォーラムを開催する。２．地域平和フォーラムを開催する。にしぼってお話しします。 １．について、各クラブで行っていただきたい、また地区については、各分区のＩＭや、地区大会などにおいて平和についてのフォーラムを開いていただきたい。 ２．については、明年５月に広島で開催される「平和はあなたから始まる」への賛同と協力をお願いしたい。  次に地区スローガン及び重点項目についてお話いたします。地区スローガンは「“Touch the Rotary” ～ふれあい、思いやり、そして握手～」であります。どうか皆様、ロータリーに、クラブに愛着を持っていただきたい、そして友人、知人、家族に思いやりをもって、接して下さい。重点項目として次の 4項目を挙げました。 １１１１....会員増強会員増強会員増強会員増強 これ、なくしてはロータリー組織の維持、発展にはなりません、会員一人一人が何としても今一度、会員増強に対しご努力をお願いしたい。  

猪飼充利君 

 冷房で凝った首を柔らかく 

堀田力男君 

滝川林一副会長 

矢田潔 S.A.A. 

伊藤哲朗君 

 9 月 7 日に実行委員会を 
 
元青少年交換留学生のマイリスが9月に日本へ来ます。 山田勝弘 60 周年実行 副委員長 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2892289228922892 回回回回    ’’’’12 年年年年 9 月月月月 7 日日日日（（（（金金金金）））） ≪≪≪≪新世代新世代新世代新世代のためののためののためののための月間月間月間月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小林啓子新世代委員長小林啓子新世代委員長小林啓子新世代委員長小林啓子新世代委員長 講講講講        師師師師：：：：地区青少年交換委員会地区青少年交換委員会地区青少年交換委員会地区青少年交換委員会                        副委員長副委員長副委員長副委員長    山本雅久君山本雅久君山本雅久君山本雅久君                        （（（（豊橋豊橋豊橋豊橋ゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）    演演演演        題題題題：「：「：「：「新世代月間新世代月間新世代月間新世代月間によによによによせてせてせてせて」」」」    おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■第第第第 2222 回回回回 60606060 周年実行委員会周年実行委員会周年実行委員会周年実行委員会    9999月月月月    ７７７７日日日日（（（（金金金金））））18181818：：：：00000000～～～～    「「「「みやこみやこみやこみやこ」」」」        ■■■■60606060周年式典委員会周年式典委員会周年式典委員会周年式典委員会    9999月月月月12121212日日日日（（（（水水水水））））18181818：：：：30303030～～～～    「「「「魚魚魚魚しましましましま」」」」 

２２２２....東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災被災高校生支援被災高校生支援被災高校生支援被災高校生支援 皆様方は既にいろいろな形で支援活動されてきたと思いますが、ぜひこのプロジェクトに賛同、参加していただきたい。 ３３３３．．．．地区内交流地区内交流地区内交流地区内交流のののの活性化活性化活性化活性化 この 2760 地区は 8 分区 82クラブあります。それぞれに特色があり、地域によってもいろいろなクラブがあります。この機会に、普段メーキャップに訪れることもない、クラブに行ってみて下さい。きっと新しい発見と新しい出会いが生まれると思います。 ４４４４....オンツーリスボンオンツーリスボンオンツーリスボンオンツーリスボン 本年度の世界大会は、田中作次ＲＩ会長のもと、来年 6 月 22 日よりポルトガルの首都リスボンで開催されます。当2760 地区では、リスボンで 6月 22日にガバナーナイトを開催する予定です。ぜひとも、みなさんのご参加をお待ちしております。 最後になりましたが、今後皆様のクラブがますます発展し、皆様のご健康とご多幸を祈念いたしまして、本日のガバナー講話を終わらせていただきます。      (先号の続き)2012～13年度第 2回 8月のゴルフ例会は、23日（木）厳しい残暑の桑名ＣＣで開催され、山本達彦君が優勝、矢田潔君と高木輝和君は、共に 3位でした。  9 月は 27 日（木）の予定です。            9999 月月月月のののの例会変更例会変更例会変更例会変更                                                                

    「「「「朝顔朝顔朝顔朝顔----秋秋秋秋のののの七草七草七草七草」」」」     朝顔は秋の季語です。万葉集に「萩の花、尾花（おばな）、葛花（くずな）、なでしこの花、をみなえし、また藤袴（ふじばかま）、朝顔の花」という秋の七草を歌った山上憶良の有名な歌があります。「尾花」とは「ススキ」のこと、「葛」は夏から秋にかけて花が咲き、根は薬用や葛粉に使用します。「をみなえし」は「女郎花」とも書きます。『源氏物語』の第三十帖に「藤袴」の巻がありますが、万葉集に登場するのはこの歌一首だけだそうです。また、朝に咲くきれいな花を朝顔と呼んだようで、この歌の朝顔は現在のものとは違うと言われています。  日が短くなったのを感じるこの頃、猛暑の夏も次第に秋へと移行しつつあるようです。 画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                          

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 優勝 山本達彦 39 42 81 11 70 2位 浅井彦治 45 46 91 20 71 矢田 潔 43 46 89 15 74 3位 高木輝和 47 39 86 12 74 
 クラブ名 日 曜 サイン受付 尾西 RC 9/3 月 尾西信用金庫本店 一宮中央 RC 9/5 水 一宮商工会議所（夜） 一宮 RC 9/6 木 一宮商工会議所 一宮北 RC 9/7 金 一宮商工会議所 あま RC 9/10 月 名鉄グランドホテル 名古屋東南 RC 9/12 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 尾張中央 RC 9/19 水 名鉄グランドホテル 一宮中央 RC 9/19 水 一宮商工会議所（夜） 名古屋北 RC 9/21 金 名古屋東急ホテル 名古屋空港 RC 9/24 月 キャッスルプラザ 名古屋和合 RC 9/26 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 
 


