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本日の行事予定 (2016 年 9 月 9 日) 

第 3076 回例会 

卓話担当：片岡 鉄君 

演  題：「自分の健康管理」 

 
先回の記録 

第 3075 回 ’16 年 9 月 2 日（金）晴れ 

≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  稲垣宏高君 
ゲ ス ト  黒野晃太郎ガバナー補佐(あまＲＣ) 
 菅井龍一地区副幹事(岡崎ＲＣ) 
 鈴木正徳分区幹事(あまＲＣ） 
 石川敏郎地区スタッフ(岡崎ＲＣ) 
会 員 総 数  67名    8月 12日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    18名 
本日出席会員  53名    MAKEUP会 員    12名 
本日の出席率 79.10％   訂 正出席 率   100％ 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

今月は基本的教育と識字

率向上月間とロータリーの

友月間です。 

会長エレクトのために、

地区でRLI というロータリ

ー指導者研修会というのが

ここ数年続いて、丸 3 日間

の日程で行われます。私も会長エレクトの時に出

席しました。その時にパストガバナーから教えて

いただいたのは「ロータリーのことは『ロータリ

ーの友』に全部書いてある」とのことでした。最

近は“Ｍy Ｒotary”のような Web サイトができ、

世界各地で行われている内容を垣間見ることがで

きるようにもなりました。 

『ロータリーの友』の前身である雑誌の歴史は

1908 年ごろのロータリー創成期に戻ります。当時

のシカゴクラブの中では親睦派と奉仕派との争い

がおき、ポール・ハリスのシカゴクラブは世のた

め人のためのクラブであるべきだとして奉仕を提

唱していましたが、大多数は親睦だけの仲良しク

ラブであるべきだと主張し合った歴史があり、そ

の結果クラブの崩壊になった例が出てきました。 

その状態を収めるために全米ロータリークラブ

連合会が設立されました。その会長になったポー

ル・ハリスは奉仕と親睦を上下の関係にとらえて

いた誤りを、親睦と奉仕は表裏一体の関係である

という悟りに至り、「Ｒational Ｒotariannism」

（理性的なロータリー哲学）と言うロータリーの

思考はどのような特徴を持っているのかを説きま

した。ポール・ハリス曰く「神様の思し召しによ

り、一段と高いところに登れることを許され、ロ

ータリーとは何かと問われれば、自分は躊躇する

ことなく寛容（tolaration）と答えるであろう」。

ポール・ハリスは「ロータリーは親睦と奉仕の調

和の中に宿る」と説いたのであります。「自分の

考え方を相手に押し付けてはならない。ロータリ

ーはこのような思考の世界の中にある」というこ

とです。 

当時機関紙がなかったので、連合会の幹事であ

ったチェスレイ・ペリーにより 1911 年 1 月 26 日

に［Ｔhe Ｎational Ｒotaria］がロータリーの

公的機関誌創刊号発行となりました。『ロータリ

ーの友』のルーツに当たるものです。 

『ロータリーの友』は表紙の裏表がありません。

双方向から読むことができるように CONTENTS

が二通りあるのに気が付きます。一つは奉仕事業、

一つは親睦事業の流れの内容になると思います。

当会のメンバーも各界のリーダーであり多くの情

報を得る立場にあり、しっかりとした個々人の哲

学があると思います。そんな中、相反する意見も

出てくるようには思いますが、ロータリーのブラ

ンドを寛容の精神で理解し分かち合い、メンバー

が一つの目標に向かって活動できれば素晴らしい

と思います。 

そんな願いを込めて世界中のロータリー活動を

伝えるべく『ロータリーの友』の内容は作られて

いると思われます。時間の許す限り、興味を持っ

てご覧いただくのもよろしいのではと思います。 
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幹事報告 

田中正明幹事 

 本日はガバナー補佐訪問

例会です。例会終了後に

クラブ協議会を行います。

役員・理事・委員長さん

と今年度に関しては入会

1 年未満の皆様が対象と

なりますので、ご参加お願いいたします。 

 本日、2015～16年度の『ガバナー月信』最終

号をお配りさせていただきました。 

 本日、『ロータリーの友』9 月号をお配りい

たしました。 

 本日、『ガバナー月信』と『The Rotarian』

の 9月号を回覧しております。 

 本日午後 6 時より、「みやこ」にて職業奉仕

委員会と親睦活動委員会の合同委員会が開催

されます。 

 9 月 8 日(木)、地区米山委員長会議が開催さ

れます。宇佐美委員長にご出席いただきます。 

 9 月 6 日(火)、事務局は午後からの業務にな

ります。 

 次週、例会終了後に役員・理事・委員長会議

を開催いたします。 

 本日、地区補助金事業「縁側茶会」のチラシ

をお配りしております。 

 
ニコボックス報告 第 3075回分 

浅井賢次ニコボックス委員 

黒野晃太郎ガバナー補佐、鈴

木正徳分区幹事 (多額にい

ただきました) 

菅井龍一地区副幹事、石川敏

郎地区スタッフ （多額にい

ただきました） 

浅井彦治会長、加藤則之副会

長、田中正明幹事 黒野晃太

郎ガバナー補佐、菅井龍一地区副幹事、鈴木正徳

分区幹事、石川敏郎地区スタッフの皆様をお迎え

して。 

相羽あつ子君、飯村理君、生田達一君、伊藤幸蔵

君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、後藤亨君、小林啓

子君、佐藤敬治君、杦田勝彦君、鶴見治貞君、寺

島淳一君、中村陽介君、野々山勝也君、服部則仁

君、幅辰雄君、古川弘一君、前田昭生君、水野憲

雄君、山田章博君、山田勝弘君、山田公男君、余

郷利彦君 黒野晃太郎ガバナー補佐、菅井龍一地

区副幹事、鈴木正徳分区幹事、石川敏郎地区スタ

ッフの皆様をお迎えして。 

遠山孝義君 先週の卓話担当、体調悪く欠席し申

し訳ありませんでした。 

鶴見治貞君 久しぶりの浦島太郎です。乙姫様ら

しき人にも会えませんでした。 

宇佐美三郎君 岩手県宮古市は全市ほとんど水に

つかりました。当社のスタンドも 1.5ｍ浸かりま

した。ぜひ募金をお願いします。 

寺田晏章君 黒チャン、ご苦労様です。奥様は相

変わらず美しくて元気ですか？ 

飯村理君 2週間連続でお休みいただきました。 

浅井賢次君 ①黒野ガバナー補佐をお迎えして。

②先々週、松崎先生にお気づかいいただきありが

とうございました。80％回復しました。③鶴見君

のお元気な姿を見て安心しました。 

根﨑健一君、中野義光君、安江正博君、小林啓子

君 その他。 

 
≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

卓話担当：黒野晃太郎ガバナー補佐 

 

会長の浅井さんは旧姓「黒

野さん」、吉良のご出身です

が、私も吉良の出ですので、

先祖をたどると一緒かもし

れないと思っております。寺

田さんとは以前アフリカへ

一緒に行って以来、懇意にし

ていただいております。 

 

○ジョン・F・ジャーム RI 会長テーマ 

ジャーム会長は財団とのつながりが深く、ロ

ータリー財団100周年にふさわしいRI会長だと

思います。 

・Rotary Serving Humanity（人類に奉仕する

ロータリー） 

 ・困っている人が笑顔になる奉仕を行う。 

  

○ロータリーブランド 

 ・Fellowship（親睦）＝ポール・ハリスがロー

タリーを作ったのは友達が欲しかったという

ことですね。 

 ・Integrity（高潔性・倫理性）＝自分を律して

人と接することがロータリアンに必要。 

 ・Diversity（多様性）＝寛容に通じるもの。視

野を広くして人の言うことをよく聞き、大き

な気持ちを持った人間性が必要。 

 ・Leadership（リーダーシップ）＝会社を経営

したり、リーダーシップをとる人が集まって

いるのがロータリークラブ。 

 ・Service（奉仕）＝これらをベースに奉仕を考

えることが大切。 

 

○地区方針 

 ・Be The Rotarian, Find A Rotarion. 

（真のロータリアンになろう、ロータリアン

を見つけよう）＝自分を見直して、ロータリ

アンとして価値があるのかを認識し、初めて

新しい友達に入会していただける。 
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 ・将来に亘って地区の輝きが持続可能＝   

公共イメージ向上委員会新設（広報委員会と

IT 委員会を統合）。ロータリーが何をしてい

るのか、どう社会に役だち、どう社会と関わ

っているのかを地域の人々に知ってもらう。 

 

○地区の重点戦術 

 IT を理解しないと、世界についていくことがで

きません。IT で世界中のＲＣを知る。 

 ・My Rotary への登録 

 ・Club Central 

 ・ソーシャルメディアの活用（Facebook、

Twitter） 

 ・My Rotarian の選任（各クラブのリーダー） 

 

○RI の戦略（会員増強、人頭分担金増額） 

 ・IT、オンライン化 

 ・規則の緩和（入会金、例会等）＝入会金廃止

や月 2 回の例会などがありますが、これは世

界中のＲＣに対するメッセージだと理解して

いただきたい。従来通り入会金をとっても問

題ないし、例会も 4 回しっかりやっていただ

きたいと考えます。発展途上国や会員数の少

ないクラブは、クラブ運営するのにいろんな

制約があると大変なので、ある程度許容範囲

を増やさないとやっていけないと思います。 

 

○ロータリーの原点 

 ・職業奉仕＝ロータリーは職業人の集まり。自

分の職業にベストを尽くすのが、最初の奉仕

です。自らの職業を大事にし、職業を通じて

社会に役に立つ奉仕をして例会に出席する。 

 ・I Serve の精神＝私が入会した時、一番賛同し

た言葉です。今、ロータリーも表面的には

We Serve のほうへいっています。でも、自

分自身の品格を定める会である、と私は思っ

ております。自分のポジションを理解したう

えでロータリー活動を行う必要があります。 

 

○不易流行（松尾芭蕉の言葉）＝ロータリーの原

点を決してないがしろにせず、時流に合わせた

ノウハウで手をうっていかないと、せっかく

110 年続いたロータリーが続かないと思います。 

 

○ロータリー財団 100周年 

 （米山記念奨学事業－日本独自） 

 

○期中事業 

 ・WFF 10/22～10/23 栄・久屋大通り公園 

 ・地区大会 11/5～11/6 ウェスティンナゴヤキ

ャッスル 

 ・IM 2/18 名鉄ニューグランドホテル 

 ・国際大会 6/10～6/14 アメリカ・アトランタ 

 

≪会長幹事懇談会≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例会前の 11：30～、商工会議所 2階会議室で行

われた会長幹事懇談会には、黒野ガバナー補佐、

菅井地区副幹事、鈴木分区幹事、石川地区スタッ

フと、津島ＲＣの浅井会長、加藤副会長、田中幹

事、佐藤会長エレクト、猪飼幹事エレクトが出席

しました。 

 
≪クラブ協議会≫ 

 例会終了後、黒野ガバナー補佐を中心に理事会

メンバーと入会 1 年未満の会員 2 名が出席して協

議会を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補助金事業の

縁側茶会… 

代
理
出
席
の
方
、 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す 
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次回例会 

 第 3077 回 ’16 年 9 月 16 日（金） 

卓話担当：加藤泰一郎君 

講  師：元愛知県立愛知商業高校野球部 

     監督、65才以上甲子園ＯＢクラ 

  ブ会愛知県チーム監督 

     吉川博義氏 

演  題：「野球の理論」 

お知らせ 

■第 18回津島東高校ＩＡＣ例会 

と き：9月 21日（水）16：00 

ところ：津島東高校北館 2中教室 

 

■ガバナー公式訪問例会（あまＲＣ合同） 

と き：9月 23日(金) 12:30～ 

ところ：名鉄グランドホテル 11階 

  (欠席の方はメークが必要です) 

 

 
ロータリー情報委員会 

鈴木吉男委員長 

 9 月は「基本的教育と識字

率向上月間・ロータリーの友

月間」です。 

■アトランタ国際大会とロー

タリー財団 100周年 

今年度の国際大会は、財団

生誕の地アトランタで開催さ

れ、ロータリー財団 100 周年

の祝賀が行われます。 

1917年、アメリカ・ジョージア州アトランタで

国際ロータリークラブ連合会(現・国際ロータリ

ー)の第 8回年次大会が行われました。第一次世界

大戦に参戦後数カ月のアメリカでの年次大会で、

創始者ポール・ハリスは「個人の努力が十分に向

けられた時、多くを成し遂げることができますが、

最大の善は、多くの人の努力が結集することから

実現するものです。個人の努力は個人のニーズに

向けることができます。然し、大勢の努力の結集

は、人類への奉仕に捧げられるにちがいありませ

ん。結集された努力に限界はありません」という

歓迎の辞を述べています。 

この年次大会で、RI 会長アーチ C.クランフが

「ロータリーが基金をつくり、全世界的な規模で、

何かよいことをしよう」と提案しました。過去 100

年間の活動を支え、ロータリーをローカルのクラ

ブから世界を変える力を持つ国際的な組織へと発

展させたのはロータリー財団です。 

■基本的教育と識字率向上 

世界には読み書きができない成人が 7 億人以上

いると言われ、その 2/3 が女性です。国際ロータ

リーが積極的に推し進め、効果を上げているのが

ライトハウス・プロジェクトで、代表的なプログ

ラムが「ＣＬＥ」です。 

ＣＬＥは楽しんで学べる授業で、教材はすべて

先生の手作り。子どもたちの関心や自主性を重ん

じ、日常生活の実践的なテーマを取り上げ、教育

範囲の枠を広げています。授業の特色は単語の丸

暗記ではなく、単語を含んだ文章の文脈に関連し

た具体的な事象、表現、行動を通じた双方向の授

業です。テキストをベースにするものと、アクテ

ィビティ(行動)をベースにするものがあります。 

テキストベースでは日常生活の実践的なテーマ

を取り上げ、学習する基本単語や元になるストー

リーは先生が用意するものの、その後は子どもた

ちの想像力や独創性によってストーリーが改変さ

れ、活気ある授業を展開していきます。 

現代生活において、文字文化から隔絶されて生

活することは社会から置き去りにされることを意

味します。非識字者は職に就けず、それに起因す

る貧困はさらにその子どもたちの就学の機会を奪

い、ますます貧富の格差を広げています。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9 月 8 日(木)、台風 13 号の雷雨を避けながら、

桑名ＣＣにてゴルフ会が開催されました。優勝は    

松本浩義君でした。次回は10月27日(木)の予定。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 松本浩義 44 40 84 10 74 

2 位 幅 辰雄 43 46 89 13 76 

3 位 稲垣宏高 54 42 96 20 76 

 

加藤則之副会長 

杦田勝彦 

会場委員長 
伊藤幸蔵 

親睦活動委員 


