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本日の行事予定 (2014 年 7 月 25 日) 

第 2978 回  

卓話担当：坂井裕君 

演   題：「ソーラーの話、他」 

 
先回の記録（例会） 

第 2977 回 ’14年 7 月 18 日（金） 

≪クラブフォーラムⅡ≫ 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 
ソングリーダー 寺島淳一君 
会 員 総 数 66名    6月 27日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員     9名 
本日出席会員  52名    MAKEUP会 員     5名 
本日の出席率  78.79％  訂 正出席 率 96.92％ 
超 過 出 席 鈴木吉男君（地区青少年交換プロ
グラム第 8回オリエンテーション）、鈴木吉男君、
伊藤哲朗君、寺島淳一君、加藤泰一郎君、余郷利
彦君、堀田力男君、水野憲雄君、伊藤誠君、高木
輝和君、松崎安孝君、矢田潔君、野々山勝也君、
安江正博君（ニコボックス・会員増強合同委員会） 

 

会長挨拶 

 安江正博会長 

科学が進歩し、情報も豊富

なため、私たちは何でもよく

知っている。だから自分の判

断は間違っていないと思いが

ちだ。しかし最近、世の中で

定説とされることには、相当

誤りが含まれているらしい。 

いい例が、「地球温暖化」だ。日本は今、年間

1 兆円の予算を地球温暖化防止に投入している

が、これがムダ金らしい。 

 どうムダかというと、地球の温暖化も寒冷化も、

自然のサイクルとして起きていることで、人間が

いくら頑張っても、どちらへ振れるのも止められ

ない。たとえば京都議定書が完全に守られても、

その効果は「100年後に起きることを 101年後に

延ばす程度だ」という。 

たったそれだけのことに年間 1 兆円もの金を

使うのはムダというしかない。だが、地球温暖化

で儲かる構図ができ上がってしまったために、い

まさら撤回できないのだという。 

 ゴミのリサイクルもそうだ。リサイクルはよい

ことのように思われているが、かえってエネルギ

ーを消費し、資源のムダ遣い防止には役に立たな

いという。たとえばペットボトルなどは、コスト

をかけてリサイクルするより燃やしてしまった

ほうが、はるかにゴミが少なくなるそうだ。 

 最近、割り箸は木材資源

のムダ遣いだからと「マイ

箸」を持つ運動もあるが、

これも事情を知らない人

間の独りよがりらしい。日

本の森林はいま、間伐材の

処理で困っている。間伐材

が消費されないため、コスト高で間伐材

処理がおろそかになり、それが森林を荒れさせて

いるのだ。だから国産割り箸をつくってどんどん

使ってもらった方が、はるかに世の中のためにな

る。それなのに、世間一般では割り箸を使うこと

が「いけないこと」のように語られている。 

世論が必ずしも正しいとは限らない。「本当に

そうなのか？」と疑ってみることも大切だ。 

 鳥インフルエンザなどが流行すると、まるで

「人類絶滅」のように騒ぐ人がいるが、これも別

にそれほど恐れることはないらしいし、癌も「検

診による早期発見」が金科玉条のように語られる

が、全く逆効果の場合も少なくないという。いま

は、世間で言われている定説を信じたがために損

したり、危険にさらされることも珍しくない。 

世の中の動きに敏感なのはいいが、大きい声で

語られたり、世間の大勢を占めるからと言って、

何事も鵜呑みにしない方がいい。よく目を見開い

て、はたして本当かどうか真贋を見極めるクセを

つけたいものだ。 

 
ニコボックス報告 第 2977回分 
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伊藤幸蔵ニコボックス委員長 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 本日も

クラブフォーラムです。委員長

の皆さん、よろしくお願いしま

す。 

安江正博会長 本日のクラブ

フォーラムⅡよろしくお願いします。 

浅井彦治君、佐藤敬治君 クラブフォーラムよろ

しくお願いいたします。 

山田勝弘君 本日も先週に引き続きクラブフォ

ーラムです。皆様のご協力の下、定刻に終えたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

猪飼充利君 社会奉仕委員会事業の「尾張津島秋

まつり三百年祭」おはやし講習会が、7 月 21 日

より始まりますので、よろしくお願いします。 

稲垣宏高君 本年、委員長よろしくお願いします。 

浅井賢次君 元会員石原要君、先日心臓発作で緊

急入院され、今週退院されて久し振りに元気な顔

を拝見し、安心しました。 

伊藤祥文君 天王祭 26日(土)、27日(日)には津

島神社、天王川公園へどうぞ。 

宇佐美三郎君 天王祭プレイベントが無事終わ

りました。 

幅辰雄君、伊藤誠君、高木輝和君、加藤則之君、

寺島淳一君、伊藤祥文君 ウィークリーに写真が

載りました。 

大河内勝彦君、佐藤雅彦君 大砂嵐、大金星!!! 

松崎安孝君、生田達一君、小林啓子君 その他。 

 
≪クラブフォーラムⅡ≫ 

佐藤敬治ロータリー財団委員長 
1. 当クラブの一般寄付目標額

を会員 1人 10,000円と設定

し、地区ロータリー財団へ

の年次寄付を推進する。ま

たポール・ハリス・フェロー2名

(１名＄1,000)の獲得を目

標に掲げる。 

2. 11月のロータリー財団月間には、財団の理解

推進プログラムを実施し、併せて本年度寄付

者を表彰する。 

3. ＶＴＴ（職業をもつ、若い人々のための国際

交流プログラム）地区財団委員会の派遣団員

募集に協力する。 

4. 地区補助金事業の窓口となる。 

社会奉仕委員会が地区補助金事業として、「秋

まつり三百年祭講習会・発表会」を開催すること

になっています。 

 
篠田廣米山奨学委員長 

副委員長の松崎さん、伊藤雅昭さん、稲川さん

と私の 4人がメンバーです。  

米山記念奨学会は米山梅吉さんが始められて

61 年目、日本独自の制度で年間 800 人ほどの奨

学生を海外から迎えています。将来日本と世界を

結ぶ懸け橋となり国際舞台で活躍し、ロータリー

運動のよき理解者となる人材を育成するのが目

的であります。当クラブは前年度にインドネシア

のマルディス君の世話クラブとなりましたが、今

年度の該当者はございません。 

普通寄付金として、例年会員 1人当たり 5,000

円となっておりますので、ご理解をお願いします。

米山功労者というのがありまして、寄付金

100,000 円をお願いしたいと思っておりますの

で、ご協力お願いいたします。現在、2名の功労

者を予定しております。奨学生の決まりがあり、

月 1 回例会に出席し奨学金を会長からいただく、

その代わりにスピーチや奉仕、親睦活動に参加し

ていただくというふうになっております。 

 

浅井彦治クラブ奉仕委員長 

以前にもクラブ奉仕委員長を

やらせていただきましたが、(中

略)不勉強なところを勉強させて

いただいてお役に立って仲良く

やっていきたいと思います。ロー

タリアンでよかったと思える会

にするために努力しますので、委員長にお願いし

たいと思います。 

 
稲垣宏高親睦活動委員長 

1. 親睦活動をクラブ奉仕活動

の 根 幹 の 一 つ と 認 識 し

Fellowship の確立を目指す。 

2. 会員相互並びに家族相互の

親睦を図り、これを深めるた

めに、あらゆる機会を通じて努力する。 

3. 月初めの例会において、会員並びに配偶者の

誕生日を Happy Birthday to youを唱和し祝

福すると同時に結婚記念日をお祝いする。 

4. 通常例会のみならず出張例会、家族会、新年

例会等には会場委員会と協力して楽しい例会

を実現するべく計画立案し実行する。 

5. 会員並びに家族の慶弔に際して早急に会員に

知らせると共に、内規に従って対応する。 

また、遠隔地クラブ出席賞授与もありますので、

海外の例会に出席された方は積極的にご報告い

ただきたいと思います。1年間頑張っていきます

ので、よろしくお願いします。 

 

篠田廣ロータリー情報副委員長 

 ロータリーをアピールするのがロータリー情
報の目的でしたが、近年は新入会員また既存のロ
ータリーメンバーが「ロータリーとは何か」とい
うことを一人ひとり学んで正しい活動をする場
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所がロータリークラブであると
私は理解しております。 

1. 新入会員があれば、可及的

早期にロータリー活動内容

等の説明会を開く。例会後

の 30分程度を活用する。テ

キストは『ロータリーへよ

うこそ』を用いる。 

2. 年度内に 1～数回、役員理事と新入会員の懇親

会を開催する。 

3. １,２により新入会員の緊張を和らげ、活動に

活発的に参加し易くする。 

4. 会員の退会防止に努める。 

 
山田勝弘会場委員長 

有意義な例会が行えるよう

な会場設営に心掛け、また会長、

幹事、Ｓ.Ａ.Ａ.、各委員長と

連携しスムーズな進行に努め、

親睦委員会と協力し会員はも

とより、ゲスト、ビジターの

方々にリラックスして頂ける例会となるよう努

めていきます。 

またガバナー、ガバナー補佐訪問の際は、地区、

分区内の情報、活動内容をお聞きし、当クラブの

運営に少しでも役立てることができる場とした

い。最後に本年度の新年初例会は第 3000 回の記

念となる例会として歴史あるクラブとして思い

出に残る記念例会となるよう企画し、実行してい

きたいと思います。 

 

伊藤哲朗会員増強委員長 
 メンバーのご協力を得て、会
員の拡大増強を目指します。ロ
ータリークラブの精神に則り、
炉辺会議の中から会員の増強
意識を高めていきます。先日、
津島ＲＣの歌を作詞して、横井知代さんに作曲を
お願いしました。また、8 月 25 日の地区会員増
強セミナーで勉強して、卓話の時に皆さんにご報
告したいと思います。 
 

八谷潤一広報委員長 
私は広報委員長は 2 度目で、

印刷屋に出していたのを、私が

委員長になる 2年程前からＰＣ

で作りはじめていました。誰で

もできるように雛形を作った

のを覚えております。 

委員会メンバーは、私と堀田力男副委員長、根

崎さん、梶浦さん、加藤隆朗さん、横井知代さん

の 6人です。交代で写真撮影と校正を担当します

ので、カメラがきたらにっこり笑って写ってくだ

さい。楽しいウィークリー作りに務めていきたい

と思いますので、ご協力を賜りますようよろしく

お願いします。 

 
伊藤幸蔵ニコボックス委員長 

事業としてやることは今まで

とそっくり同じですので、クラ

ブ計画書を読んでくだされば結

構です。 

（今年度が始まって）3 週間、

ニコボックスをやって思ったことは、Ｒ財団や米

山寄付の 100,000 円はすぐに出すんですけど、

1,000 円の細かいお金は皆さん持ってみえない

ようです（笑）。また、どこかに持って行くお金

があれば、ぜひニコボックスに回していただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 

台北滬尾ＲＣの件ですが、 

4 月に台湾へお邪魔したとき、

18個のお土産をいただきま

した。台湾の後、ビルマに行

きまして土産に宝石を買いま

したが、それよりも台北滬尾ＲＣからいただいた

お土産はすばらしい、うれしかったと聞きました。

浅井賢次さんはお土産をいただいた方の名刺を

手帳に書き留めているそうです。 

 
親睦活動委員会 

 前年度 5年毎 100％出席表彰を行い、前年度下

期 100％出席(51名)記念品をお渡ししました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

横井知代君と相羽あつ子君 寺島淳一君 

服部貴君 

余郷利彦君 宅見康悦君と古川弘一君 

佐藤敬治君 
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次回例会 

第 2979 回 ’14 年 8 月 1 日（金） 

≪会員増強月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 伊藤哲朗君 

演  題：「会員増強について」 

 

お知らせ 

■台北滬尾ＲＣおもてなし 

① 7月25日(夜） 空港お迎えと歓迎会 

② 7月26日(昼間） 犬山観光 

③ 7月26日(夜） 天王祭見物 

④ 7月27日(昼間） 名古屋案内と空港お見送り 

 
青少年奉仕委員会報告 

加藤則之前年度新世代委員長 

≪歓送迎会≫ 

7 月 22 日(火)夜、サンガーデン・パーティル

ームにて、帰国したばかりの成田浩規君と、25

日にカナダへ帰国するジェッシー君を囲んで「青

少年交換学生歓送迎会」が開催されました。二人

が実際に顔を合わせるのは初めてでしたが、すぐ

に意気投合！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪市長表敬訪問≫ 

 7 月 23 日

(水)、成田浩

規君とジェ

ッシー君と

一緒に、津島

市役所の日

比一昭市長

を訪問し帰国と出国の報告をしました。加藤則之

前年度新世代委員長始め、三谷栄一副会長、鈴木

吉男直前会長、寺島淳一直前幹事が同行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 野々山勝也幹事  

1. 本日、「地区会員増強セミナー」が名古屋国

際センターで開催されます。安江会長と伊藤

哲朗会員増強委員長が出席します。 

2. 青少年交換留学生のジェッシー君が本日

14：30 の飛行機でカナダへ帰国します。滝

川君、幅君、寺島君がお見送りに行ってます。 

3. 本日、台北滬尾ＲＣ御一行様 18 人が中部空

港 15 時着の飛行機で来日します。津島ＲＣ

の出迎えは 7 人、ミタニビルでの歓迎会に

22 人、土曜日の犬山城は 6 人、朝日寿しは

18人、桟敷に 20人、日曜日は買い物の付き

添いに 4人、空港の見送りに 6人の会員が参

加します。みなさんよろしくお願いします。 

4. 7 月 10 日(木)に予定されていた今月のゴル

フ例会が台風のため延期となり、7 月 31 日

(木)に開催されます。 

5. 本日例会終了後に、臨時理事会を開催します。

該当の方はご出席下さい。 

6. 来週は臨時総会と定例理事会がありますの

でよろしくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 25日（金）第 2978 回 幹事報告 
 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

あま RC 8/4 月 名鉄グランドホテル 

名古屋名駅 RC 8/6 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋みなと RC 8/8 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

尾西 RC 8/18 月 尾西信用金庫本店 

尾張中央 RC 8/20 水 名鉄グランドホテル 

名古屋東南 RC 8/20 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋清須 RC 8/26 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋城北 RC 8/26 火 栄東急イン 

名古屋守山 RC 8/27 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

 

ジェッシー君と浩規君 ジェッシー君と 

鈴木直前会長 

西尾張ＣＡＴＶ

の取材も 

歌姫横井知代君とジェッ

シー君のデュエット 

 

8月 1日(金) にぎり寿司・吸物 

8月 8日(金) 割子弁当 

8月 22日(金） 天丼・刺身 

8月 29日(金） フライ定食 

8月のメニュー 


