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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 9 月月月月 7 日日日日))))    第第第第 2892 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：：：：新世代委員長新世代委員長新世代委員長新世代委員長    小林啓子小林啓子小林啓子小林啓子君君君君 講講講講        師師師師：：：：地区青少年交換委員会副委員長地区青少年交換委員会副委員長地区青少年交換委員会副委員長地区青少年交換委員会副委員長                     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：「：「：「：「青少年交換学生青少年交換学生青少年交換学生青少年交換学生についてについてについてについて」」」」        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 2891 回回回回 ’’’’12 年年年年 8 月月月月 31 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：：：：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」」」」 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        「それでこそロータリー」   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  田中正明君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   71 名   8 月 3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    11 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   58 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   81.69%   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  伊藤誠君、稲垣宏高君、篠田廣君、坂井裕君、寺島淳一君、山田勝弘君、猪飼充利君（国際奉仕委員会） 
 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    本日はガバナー訪問も終わりホットしておりますので free  talking でいきたいと思います。 まずアメリカのゴルフ場のお話をしたいと思います。30 年程前より、アメリカの東海岸、それは若いうちに、遠い方から周ろうという考え方で、フロリダのジャクソン・ビルにあるピートダイ設計の（ＴＰＣソーグラス 117 番のアイランドグリーンで有名）サウスキャロライナのマートルビーチ、ここは全米のゴルフのメッカで、ここだけで 120 ヶ所のゴルフ場があり、マートルビーチ市がゴルフを奨励しており、宿泊とプレイのパックを補助しており、我々の時も 5 泊朝食つき、6 ラウンドで 5万程度でした。そして少し北に上がってハーバー

タウン・ゴルフリンクス、ここでは伝統的なトーナメントが開催されています。これもピートダイの古い作品です。 次にノースキャロライナのパインハースト・リゾート、ここは№1から№8まで 8コースあり、全米オープンが何回も開かれた№2 コースが有名です。パブリックですので誰でもでき、どのコースもすばらしい作品です。古くはあのマスターズトーナメントが開かれるオーガスタ・ナショナルを設計したドナルド・ロスが設計しています。今から 100 年以上も前に開場しており、ゴルフ場の玄関への通路は馬車で、日本から当時留学していた赤星四郎氏（和合を設計した）の写真がクラブハウスに掲示してありました。ここでゴルフを学んで日本に紹介した記事がありました。ここで１日に 3.5 ラウンドやったのが私の記録です。また 5日間に 13ラウンドしたのも記録です。 次にジャックソン・ビルのＴＰＣソーグラスですが、ここもパブリックで、第 4 のメジャーといわれるチャンピオンズ・トーナメントが 3 月に開かれています。私がアメリカの東海岸で初めてやったのがここで、ピートダイの設計にゴルフのカルチャーショックを受けました。 その後全米各地のゴルフ場を転戦しましたが(？)、アメリカ人はゴルフ場作りには天才的だと思いました。現在全米にはいくつのゴルフ場があるのか知りませんが、とにかくゴルフと生活が密着しており、町を作るのには、先にゴルフ場を作ってから家が建つといわれています。日本では考えられませんが、コースのフェアウェイの両側はすてきな家が沢山みられ、ベランダでのんびり日光浴をしながらゴルフをしている人達を見物するのが、老後の楽しみのようです。日本もいつかこうなるかも知れませんね。時間がないので続きはまたにします。おわり。 明日から３日間、国際奉仕委員長の大河内君のとりはからいで、台湾の台北滬尾ＲＣへ表敬訪問に行ってきます。  
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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. 9月 2日の地区新世代サミットに小林啓子委員長と、13～14 年度青少年交換留学生候補の成田浩規（ヒロキ）君に出席していただきます。 2. 9 月 1日より 3日間、台北滬尾ロータリクラブへ会長始め 11人のメンバーで訪問し、60 周年記念式典祝賀会の招待状を持ってまいります。 3. 9月6日の第2回地区未来委員会へ鈴木地区未来委員会委員に出席頂きます。 4. 本日、地区大会のご案内をさせて頂きました。出席義務のある方はご出席をお願い致します。 5. 松前パストガバナー夫人の久子様が、8 月 30日に亡くなられました。9 月 1 日 19：00 よりお通夜、2 日 13：00 より葬儀となっております。詳細は、入口予定表の場所にご案内させて頂きます。 6. 次回の 3 分間スピーチは古川弘一君です。宜しくお願いいたします。 7. 次週例会終了後は、第 3 回の理事会がございます。お忘れないようお願い致します。 8. 配布物といたしまして、『ロータリーの友』９月号、4月の地区協議会報告書、ガバナー公式訪問例会の記念写真を配らせて頂きました。 9. 伊藤誠さんが仕事でオーストラリアへ行き、ロータリー平和フェローの水野真希さんにお会いしました。 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 2891289128912891 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 月最後の例会です。本日もよろしくお願いいたします。 山本達彦君 8 月の月例ゴルフ会、良き同伴競技者と解禁になったショートソックスのおかげで優勝できました。 服部昭三君 松崎先生と加藤隆朗さんにお世話になりました。 浅井彦治君 本日還暦を迎えました。 伊藤基君 本日卓話を担当します。 高木輝和君 松崎先生にお世話になりました。 松崎安孝君 皆様のお世話をさせていただいています。感謝。 滝川林一君 卓話の演題を間違えました。 伊藤誠君 26 日(日)ブリスベンにて、ピースフェローの水野真希さんにお会いしてきました。詳しくは、卓話の機会にお話しします。 

相羽あつ子君 いよいよ 2 学期が始まります。かわいい子供たちと生活を共にし、体力作りも始まります。 住田正幸君 ニコＢＯＸ委員の熱い視線を感じたので。 佐藤敬治君 幅辰雄君に体形を見て声をかけられました。 幅辰雄君、浅井賢次君、堀田力男君 ウィークリーに写真が載りました。 伊藤幸蔵君、城正憲君 その他。             大河内勝彦大河内勝彦大河内勝彦大河内勝彦君君君君    猪飼君の代打で 1 月早く、3 分間スピーチのお時間をいただきました。おりしも滬尾扶輪社訪問の前日という絶好のタイミングとなりました。 3 分間スピーチというと、24 年前、青年会議所入会時を思い出します。というのは必ずと言ってもいいほど新入会員の登竜門的なものでありました。当時は皆話題にも乏しく、1、2 分の自己紹介だけで終わってしまうと、「まだまだ」とか「やりなおし」と言われ、また長すぎるとゴングを鳴らされたりしました。 ご多分にもれず、私も数年後には当時入会したての八谷君や稲垣君に同様のことをしたような記憶があります。そのしっぺ返しか、今は八谷君や稲垣君にこき使われております。 冗談はさておき、私もかつて台湾には 2 度参りました。1 回目は忘れもしない、1999 年第 26 回JC 東海号（研修船）で約 1 週間、地域の 20 代前半の青年 30 名程のチームリーダーとして参りました。総勢 500 名、内青年約 350 名を乗せ、商船三井「富士丸」で最初の寄港地が台北キールン港でありました。大型観光バス 12台に分乗し中正記念堂に向かいました。高速道路に乗ったわけでもないのにあっという間に到着し、気が付けば数台のパトカーが先導し、バス 1台ずつに白バイが張りつき、信号もすべてノンストップという国賓並みの扱いをいただきました。台湾（中華民国）の規律の良さというか、親日ぶりには度肝を抜かされました。 さて、明日からの台湾訪問、決してそんなことはないと思いますが、まずは 60周年記念式典への出席依頼です。台北滬尾扶輪社メンバーに失礼のないように、また、当クラブ会長、実行委員長をはじめ 11 名のメンバーに事故や怪我のないよう責任を持って行ってまいります。 そして、次回例会の折には皆様に良い報告ができるようがんばってまいります。 
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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：：：：伊藤基君伊藤基君伊藤基君伊藤基君 演演演演        題題題題：「：「：「：「facebookfacebookfacebookfacebook」」」」     ◆facebook は世界最大の ＳＮＳサービス  facebook が注目されている最大理由は、世界最大のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）サービスだからです。ＳＮＳとは、インターネット上で人と人がつながる場所（コミュニティー）を提供するサービスのこと。友人などと登録し合って、気になる情報などを交換し合う場所として使われています。  facebook は 2004 年に、米国の大学生向けのＳＮＳサービスとして公開されました。その後、一般ユーザーも利用できるようになり、登録者が急増。現在は、全世界で 5億人以上が利用しているといわれています。今では日本語ページも作られ、国内からの登録、利用も簡単にできます。全世界の人とつながる点が魅力のＳＮＳサービスといえるでしょう。 ◆“実名登録”が原則  ＳＮＳサービスというと、国内では mixi（ミクシィ）が有名です。こちらも facebook と同じ 2004年にスタートしたＳＮＳです。国内のＳＮＳも、中に一歩入れば、多くのユーザーが気の合う仲間と情報をやり取りしています。  では、国内のＳＮＳと facebook は何が違うのか？ まずは利用されている場所です。mixi は国内が中心。一方、facebook は世界で利用されています。facebook では、日本人同士はもちろん、外国人ともコミュニケーションできます。  一番差を感じるのは、登録しているユーザーの名前です。mixi などでは、愛称で呼び合うことが一般的です。しかし facebook では、原則実名でやり取りします。そればかりか、出身地や現在住んでいる地域、出身校、勤め先などの情報を登録し、公開する方も多く見かけます。実名や情報を公開することで、自分を見つけてもらいやすくする（人とつながる機会を創出する）ことを目指しているわけです。 ◆登録は 13 歳以上！ メールアドレスのみで OK  facebook の登録に必要なのは、メールアドレスのみ。登録は無料ですが、13歳以上の方に限られます。facebook のトップページを開いたら、アカウント登録欄に氏名（ローマ字）とメールアドレス、（希望する）パスワード、

性別と生年月日を入力して「アカウント登録」ボタンを押します。すると「セキュリティチェック」ページが表示されます。このページ上で、表示された文字を空欄に入力。もう一度「アカウント登録」ボタンを押します。  あとは画面の指示に従って、友達の検索、詳しいプロフィール、使用する写真を指定するだけです。任意の入力項目なので、登録しなくても問題ありません（あとから登録することもできます）。  アカウント登録作業が終わると、指定したメールアドレス宛てに「facebook の登録を完了して下さい」という確認メールが届きます。このメールに含まれるリンク、もしくは「登録を完了」ボタンを押せば、作業完了です。  なお、標準設定だと、生年月日などの情報がすべてのユーザーに公開されてしまいます。情報を非公開にしたい人は、プロフィールの編集ページを開き、「プロフィール欄に生年月日を表示しない」に変更します。もっと情報を制限したい場合は、プライバシー設定ページで公開条件を「友達の友達」以上に変更しましょう。 ◆友人やファンページを登録する  自分の登録作業が終わったら、次は facebookをやっている知り合いを登録します。実名で登録されている方が多いので、まずは名前を入れて検索してみましょう。該当する人が多いときは、出身地や住所、出身校、会社名で絞り込むのがポイントです。  ウェブメールサービスを使っている人は、効率的に登録作業を進められます。作業は簡単。Yahoo! Japan や Windows Live Hotmaile、Skype などのアカウントを登録するだけです。「アカウント」メニューを選ぶと、他サービスのアカウントを登録するページが表示されます。利用しているサービスを選び、ユーザーＩＤとパスワードを入力します。すると、ウェブページなどに保存してある連絡先が facebook に読み込まれ、知り合いを探しやすくなります。  もう一つ登録したいのはファンページです。facebook には、個人ではなく企業や団体などが登録したファンページが多数あります。最近は、企業が公式ファンページを作るケースも増えてきました。検索対象をファンページに絞り込むと、効率的に探し出せます。気に入ったファンページが見つかったら、「いいね！」ボタンをクリック。これで新しい情報が投稿されると、自分のページに情報が表示されます。  facebook では、自分の近況などを発信することもできますが、何を書いていいか分からないという人も多いでしょう。まずは飛び交う情報を集めるところから始めてみると、ハードルの高そうなＳＮＳもそんなに難しくないと思いますよ。     
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そのそのそのその他他他他                                                                                                 ロータリーロータリーロータリーロータリー平和平和平和平和フェローフェローフェローフェロー訪問訪問訪問訪問報告報告報告報告        8 月 26 日（日）、仕事でオーストラリアのブリスベンを訪れた伊藤誠君が、クィーンズランド大学構内で、ロータリー平和フェローの水野真希さん一家にお会いすることができました。  水野さんからは、翌日お礼のｅメールが届きました。        （Photo by Makoto Ito）                      

                                     昨日、伊藤様とお会いすることができました。わざわざブリスベンに立ち寄ってくださって感謝しております。車がなく、また、電車も一部メンテナンスのために不通になっていたため、長旅でお疲れの中、ご苦労をおかけしてしまいました。  津島の香りのするお土産をありがとうございました。不思議な名前のカレー（ジンジャーカレー）は、週末に津島の自慢話でもしながら、他の日本人の方々も招待して一緒に食べてみようと思っています。素敵な団扇もありがとうございました。団扇は子どもたちの遊び道具になって壊れてしまうので、これは特別な団扇だから見るだけと言い聞かせました（笑）。また、子どもたちには日本の神話の本をいただきまして、ありがとうございました。ゆっくりと読み聞かせていきたいと思います。（後略）  水野（2012 年 8月 27 日）  

←大学は広すぎるので、船で裏門から入りました。 

ロータリーセンター専用の研修棟↓ 

↓図書館 

棟内の壁にはスポンサークラブのバナー。津島ＲＣもあります。→ キャンパス内のロータリー広場には、毎年卒業した平和フェローの名前が刻まれます。現在 90枚以上になったそうです。 → 
←水野真希さんと夫、二人の娘（6歳と 8歳）。ご主人はラグビーのコーチとして世界中で活躍。   

↑田中正明君のソングリーダー。 ↑今月の担当（伊藤基副委員長）が卓話なので、堀田力男親睦活動委員長より出席報告。 

↑野々山勝也社会奉仕委員長より「9月 7日のエコキャップ移送ヨロシク」 

水野さんが使っている研修室のデスク↓ 

壁に掲示されているロータリーセンターの銘板↓ 

↑加藤隆朗会場委員長より 9月 12 日の「60周年式典委員会」の案内。 水野真希さん の名前も→ 
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    国際奉仕委員会報告国際奉仕委員会報告国際奉仕委員会報告国際奉仕委員会報告    9 月１日(土)～3 日(月)に、津島ＲＣメンバー11名が台北滬尾扶輪社を訪問し、11月 3日の津島ＲＣ創立 60 周年への招待状をお渡ししました。いつもにも増して大変な歓迎を受け、楽しい交流ができました。早くも 9 月 4 日には、台北滬尾扶輪社からこの様子を掲載した会報が届きました。                                               

                    
 

 

 

 

 

 

 

                                              

第 332 回例会 (9 月 1日発行） 

第 333 回例会 (9 月 3日発行） 

 

 

台北滬尾ＲＣ張慶忠会長挨拶 

津島ＲＣ篠田廣会長挨拶 

大河内勝彦国際奉仕委員長、稲垣宏高幹事、ご苦労様です。 

元気いっぱい、 台湾へきました！ 佐藤栄一国際奉仕委員 台北滬尾ＲＣのご夫人たちと一緒にご満悦！篠田会長、住田正幸直前会長 

鈴木吉男会長エレクト 「さぁ、これからだ！」 



     

 

- 6 - 第 2892 回例会                   

次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2893 回回回回    ’’’’12 年年年年 9 月月月月 14 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：片岡片岡片岡片岡    鉄君鉄君鉄君鉄君    演演演演        題題題題：：：：「「「「なるほどなるほどなるほどなるほど保険雑学保険雑学保険雑学保険雑学」」」」    おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■9 月月月月７７７７日日日日（（（（金金金金））））14：：：：00～～～～    「「「「彩雲館彩雲館彩雲館彩雲館」」」」    社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会エコキャップエコキャップエコキャップエコキャップ移送移送移送移送        ■■■■9 月月月月７７７７日日日日（（（（金金金金））））18：：：：00～～～～    「「「「みやこみやこみやこみやこ」」」」    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        ■■■■9 月月月月 12 日日日日（（（（水水水水））））18：：：：30～～～～    「「「「魚魚魚魚しましましましま」」」」    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    

                                                                                              『『『『ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友友友友』』』』9999 月号月号月号月号にににに    載載載載りましたりましたりましたりました！！！！                                

    「「「「鯉鯉鯉鯉のののの滝昇滝昇滝昇滝昇りりりり」」」」     古代中国の｢急流の滝を登りきる鯉は、登竜門をくぐり、天まで昇って龍になる｣という ｢登竜門｣の故事が元になっており、日本でも立身出世の象徴として盛んに描かれてきました。  津島ＲＣ創立60周年記念式典まであと2ヶ月足らずとなりました。人間で言えば還暦ですが、鯉の滝昇りのように生気に満ちて、これからも困難 を乗り越えて頑張っていくための良い契機になればと願います。       画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                         

9 月 3日には不思議な奇岩の「野柳地質公園」へ 
9 月 2日、烏来観光に 連れて行って もらいました。 

横書き P.13 では「バンコクの国際大会に青少年交換関係者が集う」という記事に、7～8 年前に地区青少年委員長をつとめていた鈴木吉男君がプロジュースしたＴシャツが、偶然写っていました。 

縦書き P.27 の「ロータリーアットワーク」に、台北滬尾ＲＣ創立 6周年例会（2011年 4月 16日）に出席した神奈川東ＲＣの記事が掲載され、偶然服部貴君が写っていました…。 

 ﾅﾆｺﾚ！ 

偶然偶然偶然偶然 
 


