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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 28 日日日日))))    第第第第 2928 回回回回        ≪≪≪≪納納納納    会会会会≫≫≫≫        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 2927 回回回回 ’’’’13 年年年年 6 月月月月 21 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≫≫≫≫    ストレッチストレッチストレッチストレッチ体体体体操操操操    中野義光君    ロータリーソンロータリーソンロータリーソンロータリーソンググググ    「奉仕の理想」   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  八谷潤一君  会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数  68 名    5 月 25 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   33 名 本日出席会本日出席会本日出席会本日出席会員員員員  54 名     MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員   22 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  77.94%   訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率      96.61% 
 会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶  寺田晏章直前寺田晏章直前寺田晏章直前寺田晏章直前会長会長会長会長    本日は 1 年で昼間が一番長いと言われる夏至ですが、生憎の天気で全く実感できません。足元の悪い中、多数の出席ご苦労様です。会長、副会長、会長エレクトがＲＩ国際大会の出席のため留守ですので、直前会長が代役を務めます。  先般、某大手自動車メーカーの総務部長さんとの酒席での話ですが、最近の全国の都市圏の小学校の約 8 割は運動会のときゴール前で手をつながせたり、足の遅い子供には距離の短いコースを走らせたりするなどして、順位が不明確になるようにしているそうです。勝ち負けを意識させないように指導しているのです。このような環境で育った子供達は競争するという発想がないわけです。そして学校でも家庭でも本気で叱られたこともないようです。 極端な例かもしれませんが、有名大学を卒業して入社 3 年目の男子社員が、仕事のミスで上司に叱られて涙を流したそうです。帰宅して家庭に報告、母親から会社に文句の電話があったそうです。

まさにモンスター・ペアレンツ。  昔から地頭、素頭という言葉がありますが、記憶力とか、計算力のような親からもらった資質の地頭はそこそこの良い学歴を持つことができるが、素頭は自分が努力して磨いた頭でいつからでも鍛えることができると言われています。 今のゆとり教育は地頭だけ成長して、素頭は競争力を殺し、目標も設定できない人間を作っています。世も末という気になりますが、彼らには責任はありません。そのような環境を作ったゆとり教育とはいったいなんだろうと思わざるをえません。一人前のビジネスマンとして育てるには、一から教育し直すしかないとぼやいていました。素頭を鍛えるしかないとのことでした。 
 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. 次回は納会です。納会は着席で、食事は弁当を注文しますので、欠席される方は前日の 27 日(木）午前中までに事務局へご連絡くださいますようお願いします。 3. 2013～14 年度のための地区協議会報告書を、出席された方にお配り致しました。 4. 本日、開田（ひらきだ）さんの入会式を行います。 5. 次年度の卓話表をお配り致しました。 6. 名古屋北ロータリークラブより次年度のロータリー・カレンダーが届きましたのでお配りしました。 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 2929292927272727 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長委員長委員長委員長    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です。よろしくお願いします。 
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寺田晏章君 会長の代理を務めます。開田さんをお迎えして。 伊藤哲朗君 滝川副会長代理を務めます。 開田広君 本日より入会させて頂きます。色々とご指導よろしくお願い致します。 伊藤哲朗君、佐藤敬治君、加藤則之君 開田さんをお迎えして。 宇佐美三郎君 大分の中津市に自転車ショップをオープンしました。 後藤務君 インドネシアの工場が先週より作業開始することが出来ました。 吉田康裕君 ゴルフ大会で優勝しました。 山田勝弘君 クラブアッセンブリー、よろしくお願いします。 余郷利彦君 次年度ニコボックス委員会の皆さん昨日はごくろう様でした。 相羽あつ子君 一年間お疲れ様でした。 水野憲雄君 ウィークリーに写真がのりまして。また、ゴルフで吉田さんのうまさを身にしみて感じました。ホープです。これからもよろしく。住田さん、安江さん、ご一緒にありがとう。 山田清三君 松崎先生に大変お世話になりました。 浅井賢次君 来週お休みいたします。 浅井賢次君、山本達彦君、水野人志君、矢田潔君、幅辰雄君、野々山勝也君 ウィークリーに写真が載りまして。 児玉昭君、佐藤敬治君、中野義光君、松崎安孝君、矢田潔君、佐藤栄一君、堀田力男君、日比一昭君、猪飼充利君、加藤則之君、稲川明俊君 その他。  ≪≪≪≪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    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実施しました。 3. 津島市と愛西市のボーイスカウトとガールスカウト 5団体に支援金を贈りました。 4. 「５３０運動」を開催し、ボーイスカウト等の協力を得て、環境保全の意識を向上させるとともに、天王川公園の清掃をしました。 5. 第 2760 地区の環境保全に関する研修に参加しました。  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。ご協力をいただきましてありがとうございました。 2. 9 月に地区委新世代サミットに出席してきました。留学を終えた学生さん達が堂々と帰国報告のスピーチをされるのを聞いて、すごい経験なんだなと、楽しく聞いていました。当クラブから次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、留学先がカナダに決まりました 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した。 1 年間ありがとうございました。  伊藤祥文職業奉仕副委員長伊藤祥文職業奉仕副委員長伊藤祥文職業奉仕副委員長伊藤祥文職業奉仕副委員長    本日はわが社の株主総会と重なっておりまして、すみません。職業奉仕委員会の活動報告は、伊藤祥文副委員長にお願いいたしました。伊藤副委員長どうぞよろしくお願いいたします。  今年度のクラブ計画書に掲げた具体的な活動については、①毎月第一例会での「四つのテスト」の斉唱、②「職業奉仕に関するコラム」のウィークリーへの掲載、③10月の職業奉仕月間での自身による卓話、等ご関係のみなさまに協力いただいて一通り実施できました。  なお、「会員の職業意識についての理解をより一層深めること」という当委員会の役割がいくらかでも果たしえたかどうかは不明です。私自身はどうだったか、地区の研修会には何度か参加して「職議奉仕」について学びました。確かに学びましたが、現在既にその中身についての歩留まりはわずかになっています。それでも「ロータリーの原点、根幹」と言われる「職業奉仕」について考える機会を得たことはたいへん良かったと思っています。 以上です。ありがとうございました。 

 矢田潔Ｓ.Ａ.Ａ. 「1 年間ありがとう ございました」 五大奉仕委員会の進行役は寺田晏章直前会長 
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大河内勝彦国際奉仕委員長大河内勝彦国際奉仕委員長大河内勝彦国際奉仕委員長大河内勝彦国際奉仕委員長    9 月１～3 日に多数のメンバーで台北滬尾ＲＣへ赴き、津島ＲＣ創立 60 周年式典への参加をお願いしました。11 月には18 名の台北滬尾ＲＣ会員とそのご家族が式典に出席してくださいました。 また、4月には津島ＲＣ60周年のお礼を兼ね、台北滬尾ＲＣ創立 7 周年のお祝いに行ってきました。  岡本康義岡本康義岡本康義岡本康義ＲＲＲＲ財団委員長財団委員長財団委員長財団委員長     今年度早々に、ポール・ハリス・フェロー2名を輩出することができました。年次基金は 1 人120ドル（Ｒレート：1㌦=80円）、ガバナー公式訪問例会記念の1,250 ドル(100,000 円)寄付のほか、今年度は創立 60周年記念の6,250 ドル(500,000 円)を寄付しました。  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     皆様にお世話になりました。今年度の米山功労者は、4名です。米山学友の尤銘煌さんが日本でたった 2 人の優秀米山学友賞に選ばれ、先日記念のつどいを開催しました。津島ＲＣ創立 60周年式典では、台北滬尾ＲＣの皆さんのために、学友の尤さん、董宇さんと劉震さん夫妻、喩昊さんに通訳で活躍していただきました。  また、先週津島ＲＣに来られたマルディス君の世話クラブとして次年度も期待したいと思います。  住田正幸創立住田正幸創立住田正幸創立住田正幸創立 60606060 周年周年周年周年    実行委実行委実行委実行委員長員長員長員長    皆様のご協力で無事大成功に60周年を開催することができまして、ありがとうございました。                                  伊藤基伊藤基伊藤基伊藤基親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動副副副副委員長委員長委員長委員長    今年度の行事として、創立

60周年記念祝賀会、クリスマス家族会、引き続き新年初例会、そして5月の家族会を担当しました。皆様のご協力のおかげで、とても忙しいながら、充実した活動ができたと思います。  加藤隆朗会場委員長加藤隆朗会場委員長加藤隆朗会場委員長加藤隆朗会場委員長    会場委員会のメンバーのご協力により 1年間無事にこなすことができ、大変ありがとうございました。60周年記念式典も盛大に執り行われ、良い経験をさせていただきました。 ストレッチ体操、ソングリーダーも多くの方に快く引き受けていただき感謝しています。ささやかな記念品を用意しました。横井知代さんには、今年も１年間ピアノ演奏をありがとうございました。今後もよろしくお願いします。     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    本年は残念ながら、不幸にもお亡くなりになった方を含め3人減の結果になりました。会長以下多くの方の御協力を頂きましたが、目標の純増 3名には至りませんでした。世代交代対応、女性会員の拡大等々の問題を含めて候補者の選定をしてきました。この内容は次の年度に継続審議して頂くようにお願いしたいと思います。  加藤泰一郎加藤泰一郎加藤泰一郎加藤泰一郎クラブクラブクラブクラブ広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長 広報委員会では、特別に申し上げることはありませんが、週報の文章で誤字・脱字・氏名などの違いがありましたが、事務局に一生懸命やって頂きましてなんとか作成することができました。事務局には深く感謝しております。また、会員各位には、この１年間ご愛読ありがとうございました。 地区広報委員会からは、委員会会議のたびに各クラブにおいて facebook を積極的に活用してクラブ以外に情報発信をとの要請がありましたが、会員の個人情報などの管理に詳しくないので、今年度は見送りました。次年度広報委員長が伊藤 基君ですので、よろしくお願いしたいと思っております。 また、60周年記念誌については、現在校正中です。なるべく７月中旬には、会員各位に配布できるよう努力しております。 
 

↑↑↑↑クラブ奉仕委員会の進行役は山田勝弘委員長 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2929 回回回回    ‘‘‘‘13131313年年年年 7777月月月月 5555日日日日（（（（金金金金））））    ≪≪≪≪新年度初例会新年度初例会新年度初例会新年度初例会≫≫≫≫    おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■マルディスマルディスマルディスマルディス君君君君歓迎歓迎歓迎歓迎カラオケカラオケカラオケカラオケ大会大会大会大会        とととと    きききき：：：：7777 月月月月 12121212 日日日日（（（（金金金金））））18181818：：：：00000000    ところところところところ：：：：第二第二第二第二サンガーデンサンガーデンサンガーデンサンガーデン                        （（（（パーティールームパーティールームパーティールームパーティールーム））））    

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長委員長委員長委員長 今年度のニコボックス委員会の目標は 3,000,000 円でしたが、これに対する結果をご報告申し上げます。 まず、総額（6 月 7日時点）で 3,569,542円、内 60周年記念事業における各団体・個人からの祝儀分が 760,000 円（台北滬尾ＲＣ分は除く）でした。 請求書でのニコボックス金額は 1,213,000 円、ホーム例会でのニコボックスは、1,596,542 円でした。 ホーム例会の回数は 37回（6 月 7日時点）ですので、１回あたりのニコボックスは 43,149円となります。62％の確率（5 人の内 3 人）でニコボックスへの拠出があったという結果となりました。 60 周年記念事業分においての解釈の違いがありましたが、摺りあわせにより最終的にはニコボックスへ入ることとなりましたので目標を達成できました。しかしながらホーム例会と請求書扱い分のみでの達成は困難な状況であるということが改めて浮き彫りとなりました。 会員拡大とともに、ホーム例会の出席会員数の増大及びニコボックスに対する意識付けの方法等、今後課題が残る結果となりました。  新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式    【【【【プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール】】】】    氏名：開田広 (ひらきだ ひろし) 事 業 所：㈱三菱東京ＵＦＪ 銀行津島支店 職業分類：普通銀行 役  職：支店長 生年月日：1965(昭和 40)年 7月 15日 住  所：名古屋市名東区藤森 2-11  プラウド名東藤森 505 家族構成：妻･陽子、長男･悠生、次男･晃生 趣  味：ゴルフ 推 薦 者：篠田廣、稲垣宏高  そのそのそのその他他他他               

 速報速報速報速報①①①①     6月23日(日)リスボンでＲＩ国際大会が開催されました。その前夜に、第 2760 地区の千田ガバナーを囲む夕食会が開催され、篠田廣会長、滝川林一副会長、鈴木吉男会長 エレクト夫妻が出席しました。        また、リスボンへの途中、6月 16日(日)にはフランスのボルドーへ立ち寄り、2005～06年度青少年交換学生のマイリス・ディビルさんの家で夕食をご馳走になりました。  速速速速報報報報②②②②     6 月 18 日(火)、RI第 2760地区 83 番目のクラブとして、名古屋アイリスロータリークラブが国際ロータリーに加盟承認されました。例会は毎週水曜日午後 1 時～2 時にＡＮＡクラウンプラザグランコート名古屋(金山)にて開催されます。     7777 月月月月のののの例会変更例会変更例会変更例会変更    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

クラブ名 日 曜 サイン受付 稲沢 RC 7/10 水 林商事ビル 名古屋瑞穂 RC 7/24 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 稲沢 RC 7/24 水 林商事ビル 名古屋東 RC 7/22 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 名古屋北 RC 7/26 金 名古屋東急ホテル 名古屋空港 RC 7/29 月 キャッスルプラザ 名古屋清須 RC 7/30 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 一宮中央 RC 7/31 水 一宮商工会議所(夜) 
  マルディス君の大好きなカラオケ大会を開催します。 

 次年度の卓話割表をお配りしました。 

服部貴次年度会場委員長 

次年度米山奨学委員長で カウンセラーの山本達彦君 

Phot by SUZUKI 

↑ 大会場 ← 田中ＲＩ会長のご家族 
田中作次 RI 会長 


