
     

 

- 1 - 第 2895 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 9 月月月月 28 日日日日))))    第第第第 2895 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：：：：前田昭生君前田昭生君前田昭生君前田昭生君    演演演演        題題題題：「：「：「：「法人企業法人企業法人企業法人企業のののの決算書決算書決算書決算書」」」」        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 2894 回回回回 ’’’’12 年年年年 9 月月月月 21 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：：：：後藤後藤後藤後藤    亨君亨君亨君亨君    講講講講        師師師師：：：：大龍寺住職大龍寺住職大龍寺住職大龍寺住職    加賀善康加賀善康加賀善康加賀善康氏氏氏氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「願願願願(がん)をををを発発発発(おこ)すすすす」」」」    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        大河内勝彦君    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」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー  八谷潤一君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   71 名   8 月 31 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    13 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     7 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  98.48% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 幅辰雄君、稲垣宏高君、水野憲雄君、坂井裕君、佐藤栄一君、大河内勝彦君、篠田廣君、住田正幸君、鈴木吉男君、寺島淳一君、山田勝弘君(台北滬尾ＲＣ）、小林啓子君（地区新世代サミット） 
 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、今日は。台風が過ぎて少しは涼しくなったような気がしますが、皆さんいかがでしょうか。 最近のニュースでは、尖閣列島の国有化に反対する中国の反日デモが 100都市以上で起きた報道が伝えられましたが、皆さんはいかがお考えでしょうか？ 中国内の日本を標的にした投石や破壊。この暴挙によって中国は貴重なものを失いました。それは大国としての品格と信頼感です。一方で日本の損失も大きく、破壊による実害はもちろんのこと、日中に「領有権争い」が存在することも世界に知れ渡り、対中関係の失敗といわざるを得ない。 

原因はさまざまですが、一因は日中のパイプの乏しさにあると思われます。権力闘争が続く中国では従来の外交ルートに頼るだけでは、相手の出方を読めず、日中国交回復して 40 年以上となろうとしている今、日中の国力が逆転しつつあるなか、中国は「もう日本に配慮しなくてもいい」と思い始めているかもしれません。尖閣国有化に際しても、日本の外交において、もっとじっくり時間をかけて、日本への明確な支持を得られるような根回しが必要だったと思われます。 数年前、中国では農民が都市に移住するのが解禁され、急速に都市の人口がふくれ上がり、失業率が高止まりしており、貧富の差が広がって若者が今の中国の政治に不満を抱えている真っ最中に、この国の尖閣問題が「火に油をそそぐ」形で爆発してしまったのです。逆に今日本に滞在している中国人は自国の暴挙を見て、心を傷めているに違いありません。日中の関係は政治を介して改善することを考えるよりは、草の根的に我々ロータリークラブの小さな親善が将来必ず役立つんだなあと再認識させられました。  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. 9 月 24 日の第 1 回地区社会奉仕委員長会議に野々山勝也委員長にご出席頂きます。 2. 9 月 25 日 18：00 より60 周年滬尾担当委員会が「朝日寿し」にて開催されます。 3. 9 月 27 日、当クラブゴルフ会が開催されます。 4. 9月 28日、60周年記念式典会場現地打合せが、ウェスティンナゴヤキャッスルで開催されます。 5. 次回 3 分間スピーチは猪飼充利君です。よろしくお願いいたします。 以上です、よろしくお願いいたします。  
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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 2892892892894444 回回回回    三輪孝秀三輪孝秀三輪孝秀三輪孝秀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    加賀善康氏  （お車代をいただきました） 篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 朝夕急に涼しくなりました。身体に気をつけて例会へお越しいただきますよう、お願い申し上げます。 篠田廣君 医師会コンペで優勝しました。中部経済新聞に載りました。 後藤亨君 本日卓話を担当します。8 月 1 日に病院を改築オープンしました。 余郷利彦君 生田さん、津島天王祭の財源作りに協力いただき、ありがとうございました。 服部昭三君 ①本日、3 分間スピーチを担当します。②加賀善康さんをお迎えして。 根崎健一君、中野義光君 今日から 30 日までの10 日間、秋の交通安全県民運動が実施されます。交通事故防止にご協力ください。 加藤泰一郎君 日中国交が悪化で来週からの長春、ハルピンの旅行がキャンセルになりました。残念です。 片岡鉄君 大龍寺住職の加賀善康さんをお招きして。 三輪孝秀君、片岡鉄君、住田正幸君、佐藤敬治君、生田達一君、三谷栄一君 ウィークリーに写真が載りました。 幅辰雄君、松崎安孝君、八谷潤一君、河西あつ子君、佐藤栄一君、伊藤哲朗君、小林啓子君、八木秀雄君 その他。             服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三君君君君    ① 戦争当時、私は税務大学に行っていました。終戦直後には、5 人の税大生がいったん税務署に返されましたが、もし終戦が 1 ヶ月遅れていたら、栄養失調でみんな命がなかったかもしれません。その仲間も今では皆亡くなり、当時のことを知る人はいません。また、私のロータリー歴は 38年になります。ロータリー会員の数人の同級生も亡くなってしまいました。無事、創立 60周年を迎えることができるのは、大変ありがたいと思います。 ② 昭和 60～61 年度、第 33 代・丹下周雄会長の時に、私が初代ニコボックス委員長として皆

さんにお世話になりました。そのお礼の気持ちを込めて、例会のたびに欠かさずニコボックスさせていただき、もう27年になりました。 ③ 篠田会長並びに服部孝根ガバナー補佐より、津島ＲＣの週報を、他のクラブの方が楽しみにしておられるとのお言葉をいただきました。クラブ会報委員会と事務局に協力してもらい、絵を描くのに意欲が出てきました。 
 卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：後藤後藤後藤後藤    亨君亨君亨君亨君    講講講講        師師師師：：：：大龍寺住職大龍寺住職大龍寺住職大龍寺住職    加賀加賀加賀加賀善康善康善康善康氏氏氏氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「願願願願(がん)をををを発発発発(おこ)すすすす」」」」                                        私たちの人生には避けて通ることのできない大事件があります。誰もが避けて通ることのできないこと。死。  そこでその死について、願いをおこすことが必要になってきます。それが浄土宗の法式にある「発願文（はつがんもん）」なのです。  願わくば私たち仏弟子が、命終わる時に臨んで、心顛倒せず、錯乱せず、失念せず、心身に諸々の苦痛なく、快楽そのものにして、まるで座禅で無私無我、無心の境地に至ったようになりますように。そして臨終の現前にあまたの仏菩薩等が現れたまいて、阿弥陀仏の立てられた本願によって、すみやかに仏国に往生させたまえ、と。  仏国に往生すれば、それで十分なはずなのに、願はそれだけでは終わりません。自分のことが済んだら、他の人々のことも配慮しなければならないのが大乗仏教の大切なところなのです。そのために私たちには往生の後に六神通が与えられるのです。 六神通とは、 宿命通 天眼通 天耳通 他心通 神足通 漏尽通 のことで、これらの神通力を得ることは、私たちが十方の世界に遣わされて、苦しんでいる衆生を救済するための力となるのです。  自分の往生が確定した後は、仏の遣いとなって、未だ往生を得ていない人々のために力を尽くすと
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いう仏弟子としての使命を果たすことになるのです。大乗仏教の教えは、このように何一つ無駄のない、そして誰一人落ちこぼれのない世界を理想とすることによって完結していくのです。     そのそのそのその他他他他                                                    

速報速報速報速報!!!!!!!!    2012201220122012～～～～13131313 年度第年度第年度第年度第 3333 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     9 月 27 日(木）、真っ青な秋晴れの桑名ＣＣでのゴルフ部会が開催されました。 今回は皆さんの写真がいっぱい。ゴルフ幹事の伊藤幸蔵君が頑張りました。ただし、あまりの晴天のため逆光で、顔の識別が難しいのですが、そこは体型などのイメージで判断。 スコアは次回会報をお楽しみに。                       
 

       
           

例会を支える皆さん、ご苦労様です。 堀田力男君    佐藤敬治君    加藤隆朗君 例会前のひととき 

梶浦興蔵君 稲川明俊君 矢田潔君 稲垣宏高君 

滝川林一君 浅井賢次君 古川弘一君 

 Oh, no no! 

元気ですよー 鶴見治貞君、水野憲雄君、余郷利彦君 

「会報に俺の写真が載ってないよな？」と寺島淳一君、遠山孝義君、佐藤栄一君 

 また、優勝しちゃた！ 明日、ニコボックスしないかんがね。篠田会長、柿安のプレゼントもありがとうございます。 

住田正幸君 滝川林一君 幅 辰雄君 

後藤 亨君 高木輝和君 矢田 潔君 児玉 昭君 水野憲雄君 篠田 廣君 小林啓子君 稲垣宏高君 

浅井彦治君 安江正博君 野々山勝也君 

Photo by kozo Ito 
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おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■60606060周年会場現地打周年会場現地打周年会場現地打周年会場現地打ちちちち合合合合わせわせわせわせ    9999月月月月28282828日日日日（（（（金金金金））））17171717：：：：30303030～～～～    ウェスティンナゴヤキャッスルウェスティンナゴヤキャッスルウェスティンナゴヤキャッスルウェスティンナゴヤキャッスル            ■■■■台北滬尾台北滬尾台北滬尾台北滬尾ＲＲＲＲＣＣＣＣアンガスアンガスアンガスアンガス夫妻歓迎会夫妻歓迎会夫妻歓迎会夫妻歓迎会            10101010月月月月4444日日日日（（（（木木木木））））18181818：：：：30303030～～～～    「「「「春夏秋冬春夏秋冬春夏秋冬春夏秋冬」」」」        ■■■■60606060周年周年周年周年祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会委員会委員会委員会委員会    10101010月月月月5555日日日日（（（（金金金金））））18181818：：：：00003333～～～～    「「「「みやこみやこみやこみやこ」」」」    

次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2896 回回回回    ’’’’12 年年年年 10 月月月月 5 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長    生田達一君生田達一君生田達一君生田達一君    演演演演        題題題題：「：「：「：「真真真真のののの““““職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕””””がががが                                    ロータリーロータリーロータリーロータリーをををを救救救救うかうかうかうか」」」」    

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（（（（8888 月月月月 10101010 日日日日））））     黄其光黄其光黄其光黄其光（（（（ゲイリーゲイリーゲイリーゲイリー・・・・ホァンホァンホァンホァン））））氏氏氏氏    2014201420142014----15151515 年度年度年度年度 RIRIRIRI 会長会長会長会長にににに    
   

    台湾の台北ロータリークラブ会員の黄其光（ゲイリー C. K. ホァン）氏が、指名委員会により 2014-15 年度国際ロータリー会長に選出されました。対抗候補者がいない場合、同氏は 10 月 1 日に会長ノミニーに就任します。 同氏は、ロータリーへのビジョンとして、会員を 130万人に増強することとし、「会員数の増加を図るためには、中国、モンゴル、ベトナムなど、発展の可能性が見られる場所ならどこへでも、国境を越えて進出して行かなければなりません。また、女性や若い世代の会員を増やすことにも焦点を当てていき、退会した会員を再びロータリー・ファミリーの一員として迎え入れ、再入会を推進することも考えています」と話します。 ホァン氏は、Taiwan Sogo Shinkong Security株式会社、Shin Kong Life Real Estate 株式会社、P.S. Insurance Agency 株式会社の会長、Federal Corporation の理事、台北ライフライン協会の専務理事を歴任してきました。 また、マラーヤン海外保険株式会社の元社長、台湾産業・商業開発協議会の創設事務総長でもあります。 1976 年以来のロータリアンである同氏は、RI副会長、理事、ロータリー財団管理委員、地区ガバナー、国際協議会研修リーダー、地域セッションリーダー、タスクフォース委員およびコーディネーター、委員会委員および委員長など、ロータリーでさまざまな役職を歴任しています。  2000 年の香港、2011 年のクアラルンプール、2002 年のマニラ、2003 年のシンガポールでのロータリー研究会招集者でもある同氏は、2002 年台北会長主催会議の委員長も務めました。また、現在は台湾パスト・ガバナー協議会の委員長を務めています。  第 3450 地区のガバナーとして、1986-87 年度に19 の新クラブ（香港、マカオ、台湾を含む）を結成した同氏は、中国の内務省より、その卓越した地域奉仕活動が認められ、全国市民奉仕賞を授与されています。ロータリーでは、RI 超我の奉仕賞ならびにロータリー財団功労表彰状を受賞しています。 ホァン氏とコリーナ夫人には、3人のお子さんがいます。   

10101010 月月月月のののの例会変更例会変更例会変更例会変更                            「「「「盆栽盆栽盆栽盆栽のののの梅酒梅酒梅酒梅酒」」」」    6 月 22 日(金)の第 2882回 Weeklyに、実がついた珍しい梅の盆栽の写真を掲載していただきました。13個の梅の実を収穫し、小さなガラス瓶で梅酒を仕込んで3ヶ月、琥珀色で、少し甘みのある濃厚な梅酒に仕上がりました。オリジナルラベル“服部さんの盆栽梅酒”を貼って…、秋の夜長を楽しむことにします。    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 尾西 RC 10/1 月 尾西信用金庫本店 名古屋名駅 RC 10/3 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 名古屋東南 RC 10/3 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 名古屋みなと RC 10/12 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 尾張中央 RC 10/17 水 名鉄グランドホテル 名古屋北 RC 10/19 金 名古屋東急ホテル あま RC 10/22 月 名鉄グランドホテル 名古屋清須 RC 10/23 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 名古屋守山 RC 10/24 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 名古屋みなと RC 10/26 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F あま RC 10/29 月 名鉄グランドホテル 名古屋東 RC 10/29 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 尾西 RC 10/29 月 尾西信用金庫本店 尾張中央 RC 10/31 水 名鉄グランドホテル 名古屋東南 RC 10/31 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 
 

台湾の国花「梅」 


