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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    ((((2013 年年年年 1 月月月月 18 日日日日))))    第第第第 2908 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：：：：八木秀雄君八木秀雄君八木秀雄君八木秀雄君    演演演演        題題題題：「：「：「：「もっともっともっともっと知知知知ろうろうろうろう地元地元地元地元のののの偉人偉人偉人偉人    明治維新明治維新明治維新明治維新のののの真真真真のののの立役者立役者立役者立役者    徳川慶徳川慶徳川慶徳川慶勝勝勝勝」」」」 �      先先先先回回回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 2907 回回回回 ’’’’13 年年年年 1 月月月月 11 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪クラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリー≫≫≫≫ 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    「四つのテスト」   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 堀田力男君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数  71 名    12 月 14 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    14 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    10 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  98．53% 
 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、明けましておめでとうございます。  今年は年明けから、民主党から自民党に変わり、円安、株高と政治・経済が良くなる気配がいたします。私も昨年は 60 周年記念事業に追われ、また会長職に慣れないせいもあって、大変神経を使いましたが、皆様のご支援、ご協力により無事半期を終えることができましたことを、心より感謝いたしております。  さて残りの半期は、地区ガバナーの重点項目の会員増強とオン・ツー・リスボンですが、特に会員増強におきましては、RI 会長の田中作次氏より、「ＳＡＫＵＪＩ作戦」の依頼がまいっておりますので、紹介をさせていただきます。 「私たちにとって会員増強と維持が大きな課題です。時間的、経済的な状況が今までになく厳しくなってきており、私たちとしてはロータリーが最良で、最も効果的で、最も満足感のある奉仕活動団体であることを示していかなければなりません。

そして若い人々の間でロータリーを推進し、会員になってもらう必要があります。そのためにロータリーは、若手の職業人が参加しやすいように、例会の時間をより柔軟にしたり、通常の例会に出席することが難しい人たちのために、Ｅクラブを設けたりして、様々な方法で新会員をひきつける努力をしています。また広報活動により、ロータリーを通じて地元と海外の地域社会に好ましい変化をもたらすことができることを知ってもらえれば、より多くの人々がロータリーに入会したいと思うでしょう。また、組織を次のレベルに持ち上げるために、戦略的な計画に取り組んでおり、3つの優先項目に取り組んでいます。それはロータリークラブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、そして『ロータリーの公共イメージの向上』です。また今日、女性会員はロータリーの重要な部分を占めており、その数も拡大しつつあります。ロータリークラブは地域におけるビジネスの状況を反映しており、より多くの女性がビジネス・リーダーとして社会で活躍するようになれば、それだけロータリーの女性会員も増えることになります。以上、今年度残す期間は半年となりましたが、原点に戻り、更に積極的な対応をお願い申し上げる次第であります。2013 年が皆様にとって最良の年となりますようお祈りします」 以上ですが、海外ではそれほどではありませんが、日本ではロータリアンの減少が顕著ですので、会員増強は重要な課題ですので、皆様どうかご協力のほどお願いいたします。  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. 本日はクラブアッセンブリーです。よろしくお願い致します。 2. 本日例会終了後、役員理事委員長会議がございます。 3. 本日、下期会費と東日本大震災被害高校生支援金の請求書と下期会員証
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をお配りしました。よろしくお願いいたします。 4. 1月のロータリーレートは、1ドル82円です。 5. 次回 3 分間スピーチは 住田由純君です。 以上です、よろしくお願いいたします。  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 2907290729072907 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    篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 本日クラブアッセンブリーよろしくお願いいたします。 佐藤敬治君 先日の母の葬儀には大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。 幅辰雄君 初例会の抽選でそうじロボットが当たりました。今年は宝くじも当たりそうです。 山田勝弘君 クリスマス家族例会では家族そろってお世話になりました。 余郷利彦君 ①浅井賢次さん、ありがとうございました。②警察署より感謝状をいただきました。 伊藤祥文君 今年も宜しくお願い致します。1月 4日の祈祷に多くの方に出席していただきありがとうございました。 服部昭三君 第 14 回西尾張ロータリークラブ美術展が 3月 19～24 日に開催されます。皆様のご支援ご協力をよろしくお願いします。 浅井彦治君 中日新聞に写真がのりました。 岡本康義君 三谷さんにお世話になりました。 佐藤栄一君 賀状の神社名は「洲崎(すざき)神社」です。 根崎健一君、伊藤哲朗君、浅井賢次君 年男のお祝いをいただきました。（浅井賢次君は本日着けて出席されています） 伊藤哲朗君 加藤隆朗さんにいっぱい写真をいただきました。 伊藤雅昭君、浅井賢次君、三輪孝秀君、高木輝和君、水野人志君、岡本康義君、矢田潔君、加藤隆朗君、鈴木吉男君、児玉昭君、寺島淳一君、水野憲雄君、余郷利彦君、山田清三君、坂井裕君、伊藤哲朗君、野々山勝也君、小林啓子君、伊藤基君、前田昭生君、安江正博君、相羽あつ子君、住田正幸君、佐藤敬治君、三谷栄一君、浅井彦治君、寺田妟章君、日比一昭君、生田達一君 ウィークリーに写真が載りまして。 横井知代君 お正月 2 日から娘がインフルエンザを発症し、続いて息子が 4 日に発症し、急遽 4 日の新年会をキャンセルさせて頂きました。2 人の看病に追われ、遂には、わたくしまでも移ってしまい、本日の初例会までお休みとなり、申し訳ございません。50歳を越して、39度からの高熱はキツイです。来週にはケロっと完治して出席できると思いますので、本年も宜しくお願い致します。 水野憲雄君、加藤則之君、城正憲君、河西あつ子君 その他。 

            小林啓子小林啓子小林啓子小林啓子君君君君    今年の目標はささやかですが、「片づけ術 断捨離」を読みながら、部屋を片付けることです。ヨガの行法哲学の「断行・捨行・離行」の応用だそうです。家のガラクタを片付けることで、心のガラクタも整理して、人生をごきげんへと入れ替えるそうです。実はもう飽きて只今休業中なのですが、ぼちぼち、継続したいと思います。どんなふうに入れ替わるか楽しみです。続けばですが…。 

 ≪≪≪≪クラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリー≫≫≫≫ 野野野野々々々々山勝也社会奉仕委員長山勝也社会奉仕委員長山勝也社会奉仕委員長山勝也社会奉仕委員長    ＜上期の事業＞ 1. 津島市と愛西市の市立 図書館に図書や資料を寄贈させていただきました。それぞれ 10 万円づつ、合計 20 万円の予算を使わせていただきました。 2. 彩雲館でのペットボトルのキャップの収集活動を 9 月に実施しました。当日は 472Kg、約 20 万個のキャップを彩雲館のスタッフとともに稲沢の業者まで運びました。エコキャップ推進協会によると、これまでの彩雲館の累計個数は約 275万個で、これはポリオワクチン約 3,390 人分だそうです。下期にも実施する予定です。 ＜下期の事業＞ 1. ボーイスカウト等の団体に援助協力をします。 2. 「530運動」に参加します。引き続き会員の皆様のご協力をお願いします。     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    1. 8 月に第 12 回天王子ども塾「ワクワク古墳学習」を開催しました。開催にあたり、会員の皆様に、運転手等、ご協力をいただきまして有難うございました。 2. 来年度の青少年交換学生に豊田高専 1 年の成田浩規君が候補生となりました。 3. 東日本大震災被災高校生支援事業の寄付金を集めさせていただきますのでよろしくお願い致します。     生田達一職業奉仕委員長生田達一職業奉仕委員長生田達一職業奉仕委員長生田達一職業奉仕委員長    当委員会の役割は会員の職業奉仕についての理想をより一層深めることとありますが、活動
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の成果が形としてはっきり見えるというものではないので心もとないかぎりです。 では、クラブ計画書に掲げた活動について報告いたします。 1. 毎月第一例会のロータリーソングを「四つのテスト」とすることについては会場委員会の皆様の協力を得て実施してきました。→下期も実施いたします。 2. 「職業奉仕に関するコラム」を 11 月の会報に1回掲載させていただきました。→下期も会報に掲載させていただきます。 3. 10 月の「職業奉仕月間」には、地区で制作されたＤＶＤの力を借りてなんとか自身で卓話をいたしました。 4. 創立 60 周年事業への参画としましては、まず津島神社水路改修協賛事業のサポートについて、11 月の理事会で津島神社崇敬会へ 100 万円協賛することを承認いただき、来週にも贈呈する運びとなりました。また、記念誌の発行につきましてはクラブ広報委員会の皆様とともに下期中の完了をめざし作業をすすめてまいります。  田中正明国際奉仕副委員長田中正明国際奉仕副委員長田中正明国際奉仕副委員長田中正明国際奉仕副委員長    国際奉仕委員会の上期事業として、昨年9月1～3日の3日間、姉妹クラブの台北滬尾ＲＣに、当クラブ創立 60周年記念式典の招待状を持参するとともに友好を深めるため、会長・幹事はじめ総勢 11 名で訪問してまいりました。ご参加いただきました会員の皆様には大変お世話になりました。また 11 月 3日の 60 周年記念式典には前日の 11 月 2 日から総勢 18 名の滬尾ＲＣの方々にお越しいただき、会員の皆様のご協力のもと親睦を深めることができましたことに感謝いたします。 下期の事業といたしまして、台北滬尾ＲＣの周年記念例会に 4 月に訪問する予定です。行程が決まり次第ご案内いたしますので多くの皆様の参加をお願いします。その他 2 月の世界理解月間での卓話、6月 23～26 日までポルトガル・リスボンで開催される RI国際大会等、会員の皆様には下期も大変お世話をおかけしますが、よろしくお願いいたします。  1 月 7 日に台北滬尾ＲＣの吳龍男(PP.JESSY)さんが逝去され、弔文をメールにてお送りしました。  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    今年度は創立 60周年という節目の年で記念式典、記念講演と年度の前半に大きな事業があり、住田実行委員長のもと、記念式典では祝賀会の委員長も兼務をさせてい

ただき、忙しくはありましたが、楽しく活動をさせていただきました。その後、クリスマス家族会、新年初例会と担当させていただきましたが、非常に多くのメンバー、またご家族の皆様にご参加いただくことができました。あとは 5 月に予定している家族旅行の企画をこれから行っていきますが、ありがたいことに委員会メンバーが本当に親身になって手伝ってくれますので、きっといい企画をご提供できるのではないかと思います。まだまだ、年間のスケジュールをこなすことしかできておりませんが、悔いのないようあと半年がんばります。                          住田正幸住田正幸住田正幸住田正幸ＲＲＲＲ情報情報情報情報        加藤隆朗会場加藤隆朗会場加藤隆朗会場加藤隆朗会場        浅井彦治会員浅井彦治会員浅井彦治会員浅井彦治会員    副委員長副委員長副委員長副委員長                                委員長委員長委員長委員長                    増強委員長増強委員長増強委員長増強委員長        服部貴服部貴服部貴服部貴クラブクラブクラブクラブ広報副委員長広報副委員長広報副委員長広報副委員長    広報委員会の加藤泰一郎です、会員各位に毎回配布しておりますウィークリーにつきまして、いろいろな時々の話題等を本来なら掲載したいと当初は思っていましたが、なかなか実行ができませんでした。これと思う話題等ありましたら、是非ご提供ください、ウィークリーに掲載させていただきます。掲載については、自社のコマーシャルあるいは商品説明等、個人的な話題をお願いします。 毎回のウィークリーの中で文章・写真等は事務局のご協力を得まして作成しておりますが、誤字・脱字のないように努めております。間違いがありましたら、文責につきましては私の責任ですのでご容赦ください。 2760 地区広報委員会からは、各クラブについてインターネットによるホームページ掲載及びフェイスブックの開設及び活用を要望されております。当クラブにおいては、すでにホームページでウィークリーの掲載は実行しております。フェイスブック、ツイッターの開設については会員皆さんの個人情報等の漏えいもあり、よく検討されることを望みます。この後、半年間皆様の写真をうまく撮れるように努力しますのでよろしく。本日は私用のため欠席させていただきますので、よろしくお願いします。  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     今期の目標 300 万円に対して、上半期の実績は1,988,000 円となりました。目標達成に向けて心が

 委員長の原稿を読みます。 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2909 回回回回    ’’’’13 年年年年 1 月月月月 25 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：鈴木鈴木鈴木鈴木吉男吉男吉男吉男君君君君    演演演演        題題題題：「：「：「：「ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ    昭和初期昭和初期昭和初期昭和初期のののの津島津島津島津島」」」」 �     

けたこととして、 ① 例会場に早く来る ② ニコボックスの配置を工夫する ③ ウィークリーの写真掲載等、事前に準備できることは準備しておく ④ 笑顔で迎える 以上 4 点を注意して取り組んでまいりました。クラブ広報委員会のウィークリーに多くの写真を掲載していただいたこと、また創立 60 周年記念式典において台北滬尾ＲＣから拠出いただいたこと等をはじめ、会員皆様からのご協力をいただいたことによる結果と思います。  下期はホーム例会で1回につき44,000円という高いハードルとなりますが、最後まであきらめず目標に向かって継続して頑張って参ります。下期もぜひたくさんのいいことが会員皆様にあることで、目標が達成できますようご協力よろしくお願い申し上げます。     岡本康義岡本康義岡本康義岡本康義ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員長財団委員長財団委員長財団委員長                伊藤哲朗米山奨学委員長伊藤哲朗米山奨学委員長伊藤哲朗米山奨学委員長伊藤哲朗米山奨学委員長    米山功労者の皆様、歴年に渡って寄付されてみえる皆様に感謝申し上げたいと思います。本年60 周年記念として、多額の寄付ができました。米山学友会のメンバーとも交流できたと思います。                                                 クラブクラブクラブクラブ奉仕奉仕奉仕奉仕                                        委員長及委員長及委員長及委員長及びびびび                                        創立創立創立創立 60606060 周年周年周年周年    矢田潔矢田潔矢田潔矢田潔ＳＳＳＳ....ＡＡＡＡ....ＡＡＡＡ....                山田勝弘実行副委員長山田勝弘実行副委員長山田勝弘実行副委員長山田勝弘実行副委員長    
 誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（1111 月月月月））））    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    猪飼 充利君（ 3 日）  梶浦  興蔵君（ 5 日） 山本  達彦君（ 6 日） 稲川  明俊君（ 8 日） 片岡  鉄君（ 9 日）  清水  裕之君（10 日） 中野  義光君（12 日）  宇佐美三郎君（29 日）  夫夫夫夫        人人人人    田中正明夫人（ 4 日）   滝川林一夫人（ 6 日） 城 正憲夫人（10 日）   八木秀雄夫人（10 日） 山田清三夫人（14 日）   古川弘一夫人（16 日） 寺田晏章夫人（20 日）   加藤隆朗夫人（28 日） 篠田知生夫人（28 日）   山本達彦夫人（28 日） 

結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福    三輪 孝秀君（ 8 日）  清水 裕之君（11 日） 大河内勝彦君（17 日）    岡本 康義君（26 日） 坂井  裕君（26 日） 
 そのそのそのその他他他他                         

 

     学友学友学友学友だよりだよりだよりだより  2010～11 年度米山奨学生の喩昊さんが、1月 2日付でフィリピンに転勤となりました。セブ島から赴任先の島まで、ヘリコプターで移動したそうで、その時の写真を送ってくださいました。 
 

 「「「「大黒様大黒様大黒様大黒様」」」」    大黒様は頭巾をかぶり、左肩に袋を負い、右手に打手の小槌を持ち、米俵の上に乗って「台所の神」「農業神」「福徳の神」として信仰されています。袋の中に何が入っているかというと七種の宝、つまり七宝との説があります。金、銀、瑠璃(るり）、玻璃(はり)、シャコ、珊瑚(さんご)、 瑪瑙(めのう)の 7種類です。また人間にとって物質的な宝物ではなく、寿命、人望、清麗、威光、愛嬌、大量等の意味を表す七つの精神的宝物のだとも言われます。         画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三          

滝川林一副会長 佐藤敬治君より、 お母様の会葬お礼 


