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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 6 月月月月 14 日日日日))))    第第第第 2926 回回回回        卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：浅井賢次君浅井賢次君浅井賢次君浅井賢次君    講講講講        師師師師：：：：あまあまあまあま市教育委員会教育部次長市教育委員会教育部次長市教育委員会教育部次長市教育委員会教育部次長    浅井厚視氏浅井厚視氏浅井厚視氏浅井厚視氏        演演演演        題題題題：「：「：「：「今今今今、、、、寺子屋師匠寺子屋師匠寺子屋師匠寺子屋師匠からからからから学学学学ぶことぶことぶことぶこと    ～～～～江戸江戸江戸江戸のののの教育教育教育教育をををを見直見直見直見直すすすす～」～」～」～」        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 2925 回回回回 ’’’’13 年年年年 6 月月月月 7 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：：：：親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    堀田力男君堀田力男君堀田力男君堀田力男君    講講講講        師師師師：：：：演芸演芸演芸演芸プランナープランナープランナープランナー    経大亭勝笑氏経大亭勝笑氏経大亭勝笑氏経大亭勝笑氏            演演演演        題題題題：「：「：「：「Live in Wool Live in Wool Live in Wool Live in Wool 会館会館会館会館 vol.2vol.2vol.2vol.2」」」」    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  鈴木吉男君  会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数  69 名    5 月 10 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  47 名     MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員    9 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  84.06%   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、前田昭生君、矢田潔君、寺田晏章君、寺島淳一君、伊藤哲朗君、野々山勝也君、堀田力男君、大河内勝彦君、岡本康義君、住田正幸君、山田勝弘君、片岡鉄君、伊藤基君、加藤隆朗君、浅井彦治君、加藤泰一郎君、山本達彦君（第11 回理事会）、伊藤哲朗君、加藤則之君、服部貴君、稲垣宏高君(尤銘煌さん「学友賞記念のつどい」)、鈴木吉男君、寺島淳一君、伊藤祥文君、伊藤基君（次年度クラブ広報委員会） 
 会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶  篠田廣篠田廣篠田廣篠田廣会長会長会長会長     皆さん、こんにちは、お久振りです。ゴールデン・ウィークは米国で 2 週間すごし、例会は 2 回もお休みをいただきました。帰国後は家族会とゴミゼロ運動で例会変更があり、当ホームクラブの出

席は 1か月ぶりです。 家族会は楽しんでいただけたでしょうか。プラネタリウムは“夜”ですので、あちこちからイビキが聞こえていました。リニア鉄道館は大人も子供も、お楽しみいただけたと思います。私も時速500 ㎞のリニアモーターカーに乗ってきました。でも実現するまで、生きていられるかどうか。 さて私の会長職も、このリニアモーターカーのように、アッという間に 1 年になろうとしております。7 月初例会に始まり、8 月はガバナー訪問、11 月は記念式典、12月は記念講演と家族例会、年が変わって 1月初例会、クラブアッセンブリー、3月はＩＭ、5月は家族会と 530 運動と、1年間本当に皆さんもご苦労様でした。 その間、私には 7 回も地区研修リーダーの研修(ＲＬI）があり、先週やっと全部終わり、地区ディスカッションリーダーの資格もいただきました。2月から、皆さんと一緒に勉強して参りましたが、私もロータリーのことをいろいろ勉強して、ロータリーに興味がわいてくると同時に、ロータリーは自分の人生道場として大変役立っていることに気付きました。皆さんもどうかロータリーをかわいがってやってください。そうすれば必ず自分に何かいいことが返ってくるはずです。ご清聴ありがとうございました。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    稲垣宏高稲垣宏高稲垣宏高稲垣宏高幹事幹事幹事幹事    1. 本日例会終了後、役員理事委員長会議があります。 2. 本日、三菱東京ＵＦＪ銀行の開田さんが、ゲストとしてお見えになっています。 3. 本日、ロータリー情報委員会が開催されます。 4. 本日、地区新旧国際奉仕委員会に鈴木吉男地区委員長に出席いただきます。 5. 6 月 8 日(土)、地区会長幹事役員懇談会に鈴
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木吉男地区委員長に出席頂きます。 6. 6 月 11 日（火）、第 3 回分区会長幹事会に篠田会長と私が出席致します。 7. 6 月 13 日（木）、地区未来委員会に鈴木吉男地区委員長に出席頂きます。 8. 次回の 3分間スピーチはは八谷潤一君です。 9. 6月のロータリーレートは１ドル100円です。 10. 本日、第 3 回次年度役員理事委員長会議のご案内、『ロータリーの友』6 月号をお配りしました。 以上です、よろしくお願いいたします。 【ガバナー会より緊急のお知らせがありました】 第 2830 地区（青森県地方）のホームページに不正なコンテンツが挿入された可能性があります。ウィルスに感染する恐れがありますので、アクセスしないようにとのことです。  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 2929292925252525 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    篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 今日を含め 残り 4 回の例会となりました。暑い中ご出席いただき有難うございます。 浅井賢次君 ①バルト三國より無事帰り、皆さんに大変お世話になりました。毎日爆笑の連続で腹の皮がよじれる位楽しい旅をしてきました。②ラトビア國リガロータリークラブに出席して来ました。③服部昭三先輩の元気なお姿を見て安心しました。 住田正幸君 ①大嶽部屋、大砂嵐(おおすなあらし)が新十両へ昇進です。津島の皆さんも関係者多数と思いますが、これもえらいことです。②国府宮のはだか祭り、大鏡餅奉納いよいよスタートです。平和町皆でガンバってますが、皆さんもご協力よろしく。えらいこってす。 高木輝和君 ①海外より無事かえりました。同行のみなさんにお世話になりました。②ラトビアでメーキャップしました。 三谷栄一君 ①松崎先生にお世話になりました。②海外より無事かえりました。 伊藤幸蔵君 ①海外から無事に戻りました。②ウィークリーに写真が載りました。 宅見康悦君 外国から無事戻りました。 山田清三君 松崎先生にお世話になりました。 坂井裕君 鈴木吉男君に大変お世話になりました。 佐藤敬治君 ①開田さんをお迎えして。②ウィークリーに写真が載りました。 山田勝弘君、野々山勝也君、山本達彦君、加藤則之君 哲ちゃん昨日はお世話様でした。 堀田力男君 本日卓話を担当します。 山本達彦君 開田さんをお迎えして。 野々山勝也君 530 運動ありがとうございました。 

服部貴君 伊藤哲ちゃん、還暦を迎えられておめでとうございます。ケーキで塗塗塗塗れたれたれたれた白い顔は一生忘れられません！ 鈴木会長エレクトがすべて悪いです！ 余郷利彦君 伊藤哲朗さんありがとうございました。楽しかったです。 岡本康義君 伊藤基さんにおせわになりました。 八谷潤一君 松崎さんにお世話になりました。 加藤隆朗君 家族会ありがとうございました。 大河内勝彦君 愛犬と一緒に写真が載りました。 片岡鉄君 にこ BOXラスト 1ケ月切りました。最後までご協力の程よろしくお願いします。 水野憲雄君、寺島淳一君、水野人志君、伊藤祥文君、幅辰雄君、生田達一君、大谷与志弘君、佐藤栄一君、伊藤哲朗君 ウィークリーに写真が載りまして。 安江正博君、松崎安孝君、河西あつ子君、横井知代君、小林啓子君 その他。  卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    堀田力男君堀田力男君堀田力男君堀田力男君    講講講講        師師師師：：：：演芸演芸演芸演芸プランナープランナープランナープランナー    経大亭勝笑氏経大亭勝笑氏経大亭勝笑氏経大亭勝笑氏            演演演演        題題題題：「：「：「：「Live in Wool Live in Wool Live in Wool Live in Wool 会館会館会館会館 vol.2vol.2vol.2vol.2」」」」        
 

 

 

 

 

 

 

 

 笑いは健康の元、歩くのも体に良いと言いますから、笑いながら歩けば病気になりませんが、病気だと思われますね。 頭に梅干を貼ると頭痛が治るそうで、昔おばあさんがやってましたが、おじいさんは貼りません。だから、梅干ばばあとは言っても梅干じじいとは言いません。ある 101歳のおじいさんは趣味がカラオケです。歌うときは姿勢がよくなり、大きな声をを出しますから、健康になります。 私はお笑いが好きで、テレビで土曜日は「吉本新喜劇」、日曜日は「笑点」を見てました。小学校6 年のとき、父が大須演芸場へ連れて行ってくれて、以来たびたび行くようになりました。大須演芸場は 365 日やってます。土砂降りの平日に、客席 250 人のところ、たった一人しか客がいません。開演の前のアナウンスは、普通「携帯電話の電源をお切りください」とか言いますが、この日は「携帯をお持ちの方、すぐお友達をよんでください」なんて言ってました。 さて、10秒で50匹の動物の名前を言えますか？（Ｍさんが十二支の名前を言いましたが、そこで
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息切れ）十二支とは賢いですね。でも私は 10秒で50匹言えます。「犬 25匹、猫 25匹」、ほら、ちゃんと言えたでしょ!?。 （……等、時間いっぱい笑わせてくださいました） 
 誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（６６６６月分月分月分月分））））        水野人志親睦活動委員水野人志親睦活動委員水野人志親睦活動委員水野人志親睦活動委員    加籐則之君（ 7 日） 城 正憲君（18 日） 水野憲雄君（24 日）     夫夫夫夫    人人人人    服部 貴夫人( 8 日） 三谷栄一夫人（12日） 寺田健一夫人（13日） 鶴見治貞夫人（29日）     ごごごご主人主人主人主人    河西あつ子君（ 6日）  横井 知代君（22日）  
 会員増強委員会報告会員増強委員会報告会員増強委員会報告会員増強委員会報告 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 新入会員の紹介者に、地区より会員増強バッジが届きました。篠田会長より、吉田康裕君のスポンサー三谷栄一君と、八谷潤一君に贈呈しました。 

      
 

 

 そのそのそのその他他他他    
 

 

 

 

             

 続続続続・・・・遠隔地出席報告遠隔地出席報告遠隔地出席報告遠隔地出席報告     5 月 29 日、ラトビアの RIGA  RIDZENEロータリークラブの例会に浅井賢次君、高木輝和君、宅見康悦君、三谷栄一君、伊藤幸蔵君が出席しました。            [例会場]            [例会場ホテルの前で]  
 地区表彰地区表彰地区表彰地区表彰               

    
 

滝川林一副会長より、ゲストの新入会予定の三菱東京ＵＦＪ銀行津島支社長の開田広さんをご紹介しました。 横井知代会場委員のピアノ演奏で、「君が代」「四つのテスト」を歌いました。 

写真手前の女性3 人は、米山学友・尤銘煌さんの教え子たちです。バルト各国で、教え子の皆さんが通訳や案内をしてくださいました。    
豊田ＲＣ等との交流をしたので、地区内交流の活性化に成果があったということで、地区より津島ＲＣにガバナー賞が贈られました。また、鈴木吉男地区識字率向上委員長にもガバナー特別功労賞が贈られました。 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2927 回回回回    ‘‘‘‘13131313年年年年 6666月月月月 21212121日日日日（（（（金金金金））））    ≪≪≪≪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≫≫≫≫    おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■次年度次年度次年度次年度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会委員会委員会委員会        とととと    きききき：：：：6666 月月月月 19191919 日日日日（（（（水水水水））））18181818：：：：30303030        ところところところところ：：：：魚魚魚魚しましましましま        ■■■■第第第第 3333 回次年度役員理事委員長会議回次年度役員理事委員長会議回次年度役員理事委員長会議回次年度役員理事委員長会議        とととと    きききき：：：：6666 月月月月 28282828 日日日日((((金金金金))))    18:0018:0018:0018:00        ところところところところ：：：：魚魚魚魚しましましましま        ■■■■今年度親睦活動今年度親睦活動今年度親睦活動今年度親睦活動委員会委員会委員会委員会        とととと    きききき：：：：6666 月月月月 28282828 日日日日（（（（金金金金））））18181818：：：：00000000        ところところところところ：：：：和華和華和華和華    

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・・・・ニュースニュースニュースニュース（（（（5555 月月月月 22228888 日日日日））））    
 自分自身自分自身自分自身自分自身からからからから始始始始まるまるまるまる平和平和平和平和をををを 語語語語りりりり合合合合ったったったった広島平和広島平和広島平和広島平和フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    
  5 月 17 日、広島で開催されたロータリー世界平和フォーラムにあわせ、田中作次 RI会長はロータリーや地元のリーダーと共に平和記念公演を訪れ、第二次世界大戦中に投下された原子爆弾によって命を落とした人々の慰霊碑に献花しました。その後会長は、広島平和資料館を訪問し、多くの世界のリーダーが名前を記してきたゲストブックに記帳しました。 日本人である田中会長（八潮ロータリークラブ会員所属）にとって、「平和」は重要な意味を持ちます。2012～13 年度の RI テーマを「奉仕を通じて平和を」とした会長は、ロータリアンや一般の人々、特に若い人たちが日常の生活を通じて平和を見つめる機会を提供するため、3 回の平和フォーラムを主催しました。  広島平和フォーラムには、ロータリアン、地域のリーダー、学生やロータリー平和センター・プログラム（平和構築者を育成するためのプログラム）学友など、2,700 人以上が参加しました。また、湯崎英彦広島県知事と松井一實広島市長もパネル・ディスカッションに参加しました。  今回の広島フォーラムの前には、ベルリン（ドイツ）とホノルル（米国、ハワイ州）でも平和フォーラムが開催されました。いずれも、第二次世界大戦で甚大な被害を受けながら、現在は持続可能な平和の象徴となっていることから、平和フォーラムの開催地として選ばれました。 田中会長は、フォーラムの閉会の辞で次のように述べました。「一つひとつのロータリーのプロジェクト、一つひとつの奉仕が、愛と思いやりを育みます。適切な方法で、正しい理由のために奉仕すれば、平和と調和の中で、人々が一体となれるはずです」   行動行動行動行動へのへのへのへの呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ    フォーラムの参加者は、「平和はあなたから始まる」のコンセプトを下にした平和宣言を採択しました。この宣言は、日常生活における人々との

調和や、国籍、政治、宗教、文化の隔たりを超えた友情を生み出すために、一人ひとりに行動を呼びかけるものです。  フォーラムの結びに田中会長は、「今日、最後となるロータリー平和フォーラムを後にする皆さまには、『平和』」をどう定義するにせよ、それがロータリーにとって究極の、そして実現可能な目標であることをご理解いただきたいと思います。平和は、政府間の協定や闘争だけで実現するものではなく、日常の簡単な方法の積み重ねによって成し遂げるものでもあります」と述べました。  李東建ロータリー財団管理委員長エレクトは、韓国と日本の友好関係において、ロータリーが果たす役割について講演し、隣国同士が協力しあいながら平和を達成することの重要性を強調しました。また、日韓のロータリアンが毎年参加する「日韓親善会議」についても触れ、このような親睦により両国間の平和という夢が実現されると述べました。 同じく閉会式でスピーチしたゲイリー・ホァン会長ノミニーは、「己の欲せざる事人に施す事なかれ」という文化や宗教を超えた概念を紹介した上で、ロータリアンは、超我の奉仕と平和の礎を築くことでこれを実践していると述べました。また、「私たちは、地域社会で平和を築きながら、世界の平和を実現する。友情そして互いを受け容れる心を養うことで、世界平和を築いている」と語りました。                                      


