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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    ((((2010 年年年年 2 月月月月 12 日日日日))))    第第第第 2773 回回回回例会例会例会例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：前田昭生君前田昭生君前田昭生君前田昭生君 演演演演        題題題題：「：「：「：「““““国旗国旗国旗国旗””””雑学雑学雑学雑学」」」」  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 2772 回回回回‘‘‘‘10 年年年年 2 月月月月 5 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪世界理解月間世界理解月間世界理解月間世界理解月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：岡本康義国際奉仕委員長岡本康義国際奉仕委員長岡本康義国際奉仕委員長岡本康義国際奉仕委員長 講講講講        師師師師：：：：地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長                        黒田勝基氏黒田勝基氏黒田勝基氏黒田勝基氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「世界理解月間世界理解月間世界理解月間世界理解月間におけるにおけるにおけるにおける                                            国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕のののの重要性重要性重要性重要性」」」」    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    「四つのテスト」  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 鈴木吉男君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数            72 名    1 月 8 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            18 名   欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員   16 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     7 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        80.56%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率        91.30% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席    鈴木吉男君（地区ＷＣＳ委員会）  会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                            清水裕行会長清水裕行会長清水裕行会長清水裕行会長    今日は。暦の上では春が来ましたが、一段と寒くなったような気がします。「冬来たらば、春遠からじ」、もうすぐ春です。お体に気をつけましょう。 先日の東京大学の伊藤先生の話をいたします。この先生は、津島でも講演をしていただいたこともあります。生産年齢人口の数の話であります。 15 歳から 64 歳までの人の数を生産年齢というのだそうです。ある県では、2035 年までに 2005年での生産年齢人口が、30 パーセント近く減少するという。ちなみに、全国平均でも 25 パーセント前後減少するそうです。消費材メーカーにとって国内市場の大きさは人口数ではなく、生産年齢人

口で考えた方がよい。高齢化は、人口減少をはるかに超えるスピードで、消費人口が減っていくことを意味する。 アジアで興味深い数値がある。中国を例にとれば、この 13 年ほどの間に、中間所得層の数が、5～6 倍に増えているという大変な増え方である。ちなみに、中国は毎年 10パーセント前後で成長しているが、これを 13 年続けると経済規模は 3.5倍になる。つまり経済成長率をはるかに超えるスピードで、中間所得層の数が増えているのだ。 10 年前の中国には、貧困層に分類されていた人が、まだ多くいた。まだいまだに多くいると思います。しかし、経済成長によって彼らの所得が上がり中間所得層に入るようになった。比喩的に言えば、オセロゲームの駒が、あるきっかけで、黒から白に一斉にひっくり返るようなものだ。日本の企業にとっての市場規模は、マクロ経済としての国内総生産（ＧＤＰ）や成長率ではなく、中間所得や、富裕層の人口の増え方なのである。 日本と中国の両方でオセロの駒がひっくり返っている。日本は高齢化で、生産年齢が急速に減り、中国では経済成長で中間所得層が急速に増えている。日本の企業は調整のスピードを加速する必要があるようだ。我々も、ある時突然に会社がなくなるようなことにならないように、努力をしなくてはならないと思っています。     幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    伊藤基幹事伊藤基幹事伊藤基幹事伊藤基幹事    1. 2 月は世界理解月間です。また 2 月のロータリーレートは 90 円です。 2. 本日、Ｉ.Ｍ.の案内を配布させていただきました。当日スケジュールの詳細はまだ案内がきておりませんので、後日ご案内させていただきます。 3. RI 第 2760 地区ＷＣＳ委員会で、2 月 19～24
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日まで鈴木吉男さんに、チェンマイとホーチミンに行っていただきます。 4. 下半期会費のお忘れの方が数名おみえになります。お忘れの方は振込をお願いいたします。 5. 本日、次年度ロータリー手帳の注文書を回覧しております。ご希望の方は回覧中の名簿に丸をお願いします。 6. 本日、例会終了後理事会を行います。理事の方は出席をお願いします。     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 2772772772772222 回分回分回分回分    田中正明田中正明田中正明田中正明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    黒田勝基君(高浜ＲＣ) 世界理解月間の卓話をさせていただきます。 服部雅紀君(名古屋和合ＲＣ) 貴方クラブには、祖父と父がお世話になりました。 清水裕行会長、浅井彦治副会長、伊藤基幹事 黒田勝基さんと服部雅紀さんをお迎えして。 岡本康義君 本日卓話を担当します。 鈴木吉男君 地区国際奉仕委員長の黒田勝基君と、服部雅紀君をお迎えして。 三谷栄一君 ①有志で米山学友の尤先生に会いに、山形へ行ってきました。蔵王の樹氷がとてもきれいでした。②同級生で故服部宗夫さんのご子息をお迎えして。 宅見康悦君 服部さんと黒田さんをお招きして…。 八木秀雄君 同級生の黒田さんを再びお迎えして。 服部昭三君 第 11回西尾張ロータリー美術展に、たくさんの方に協力していただき、ありがとうございます。 山田勝弘君、伊藤哲朗君 山形での写真をウィークリーに載せていただきました。尤君にもお世話になりました。 伊藤哲朗君 宇佐美さんにお世話になります。 宇佐美三郎君 伊藤哲朗さんにお世話になります。 安達勝夫君 松崎先生にお世話になりました。 住田正幸君 いつもいつもいつも松崎先生にお世話になっています。ありがとうございます。 服部貴君、宅見康悦君、稲垣宏高君 ウィークリーに写真が載りました。 伊藤哲朗君、野々山勝 也君 先週、お花をい ただいて帰りました。 寺島淳一君、服部貴君、加藤泰一郎君、高木輝和君、矢田潔君、佐藤栄一君、後藤務君、松崎安孝君、稲垣宏高君、小林啓子君 その他。                              

卓卓卓卓    話話話話    ≪≪≪≪世界理解月間世界理解月間世界理解月間世界理解月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：岡本康義国際奉仕委員長岡本康義国際奉仕委員長岡本康義国際奉仕委員長岡本康義国際奉仕委員長 講講講講        師師師師：：：：地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長                        黒田勝基氏黒田勝基氏黒田勝基氏黒田勝基氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「世界理解月間世界理解月間世界理解月間世界理解月間におけるにおけるにおけるにおける    国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕のののの重要性重要性重要性重要性」」」」             2月は世界理解月間です。世界理解月間と国際奉仕プログラム『夢･それを託すために』について。  1111．．．．国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会のののの2009200920092009----10101010年度活動方針年度活動方針年度活動方針年度活動方針についてについてについてについて    ・ 国際友好、海外クラブとの交流状況については、過去を含め経験ありのクラブが67％。 ・ 国際交流（友好）が、青少年交換活動や世界社会奉仕活動の基本。  2222．．．．青少年交換活動青少年交換活動青少年交換活動青少年交換活動についてについてについてについて（もっとも安全で安く、効果が上がる留学制度）  ・1929年 ＵＳＡとデンマークのＲＣの間で交換がスタート。 ロータリアン同士の友情から自分たちの子供の交換が始まり。 ロータリープログラムの中で、唯一ロータリー関係者（子弟等）が参加可能。 ・1961年  久留米ＲＣとオーストラリア間で日本初の交換が開始。 ・1968年  第260地区（第2760地区の前身）と米国間で交換開始。       現在までの派遣累計367名、受入累計は357名（全国で32地区中では、受入8位、派遣13位）。       第2760地区の81ＲＣで未経験クラブは、19クラブ（23％）、最近10年間では35ＲＣ（43％）。 ・現在抱えている問題点       スポンサーＲＣ、ホストＲＣの不足＝学生の希望がかなえられていません、ご協力を。  3333．．．．世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動についてについてについてについて     ・第3360地区（タイ）への、愛知ロータリー奨学基金贈呈を毎年継続中しており、ラオスに学校を4校建設しました。  ・第3350地区と連携して、ベトナム（今年度より）に小学校建設等プロジェクトを推進予定。 
 なかなか優秀な国際奉仕委員長だなぁー。俺の後に……。 

 
講師をご紹介します。 
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  一部クラブから資金をお預かりして、地区ＷＣＳ委員会がプロジェクトを進めています。また、文房具、衣料等もお預かりして対象地区への一括発送も実施しています。 ・プロジェクトリンク（世界はどんな援助を求めているか？）での検索   http://www.rotary.org/→奉仕と親睦→プロジェクトのリソース→ProjectLINK→WCSプロジェクト一覧。  4444．．．．ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団とのとのとのとの連携連携連携連携    ＝＝＝＝「「「「ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの未来未来未来未来のののの夢計画夢計画夢計画夢計画」」」」（2010年よりのパイトット地区に選定されました）  ①新地区補助金新地区補助金新地区補助金新地区補助金：年間約17万ドルの予算で、クラブ独自のプロジェクトに対応。比較的短期、小規模のプロジェクトに対応。  ②グローバルグローバルグローバルグローバル補助金補助金補助金補助金：年間約17万ドルの予算で、下記6つの重点分野に限定され、15千ドルから20万ドルの範囲でのプロジェクト（事業規模3万から40万ドル）が中心。 1. 平和と紛争予防/紛争解決 2. 疾病予防と治療 3. 母子の健康 4. 水と衛生設備 5. 基礎教育と識字率向上 6. 経済開発と地域開発   2カ国以上のクラブまたは地区参加、国際プロジェクトのみ等の制約があります。来年度よりのＲ財団の未来の夢計画におけるグローバル補助金活用の受け皿は国際奉仕委員会の世界社会奉仕プロジェクトが大きな役割を果たすと考えています。  3月は識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間です。 （※9月8日は国際識字デー） ・識字率向上に関して  大澤ガバナーの方針でも識ＩＴ率向上が取り上げられています。  来年度、識字率向上委員会が国際奉仕委員会の小委員会として編成される予定です。 ・識字率向上は、経済的発展･健康的生活･平和になくてはならない。 ・識字率向上に向け協力をお願いいたします。                  ヨッシ！ 地区国際奉仕委員長と強烈なタッグを組む当クラブ正副国際奉仕委員長。国際奉仕は安泰、安泰！    

誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（2222月月月月）））） 松崎安孝松崎安孝松崎安孝松崎安孝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        余郷利彦君（ 4日） 安達勝夫君（11日） 服部昭三君（11 日） 佐藤敬治君（11 日） 岡本康義君（16 日） 相羽あつ子君（19日） 浅井賢次君（25 日）     夫夫夫夫    人人人人    佐藤敬治夫人（ 5日） 遠山孝義夫人（11日） 和出泰夫夫人（16日） 余郷利彦夫人（23日） 堀田力男夫人（25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      八木秀雄君（24日）            お誕生日祝いの面々。  そのそのそのその他他他他                【本日のメニュー】  プリプリの寒ぶりの刺身          第一例会第一例会第一例会第一例会、、、、今日今日今日今日はははは早飯早飯早飯早飯だぁだぁだぁだぁ～。～。～。～。 

親睦副委員長の松崎君。今日の仕事は出席報告に“誕生日カルテ”のチェックです。 

ようこそ！ ビジターの服部雅紀君（名古屋和合ＲＣ）は、津島ＲＣ元会員・服部宗夫君のご子息です。 
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

  『友』インターネット速報 2010 年 2 月 9 日 

No.415 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ＲＩＲＩＲＩＲＩ国際大会国際大会国際大会国際大会のののの余興余興余興余興をおをおをおをお見見見見逃逃逃逃しなくしなくしなくしなく 6 月 20～23 日、カナダ・ケベック州モントリオールで開催される 2010 年国際ロータリー（ＲＩ）国際大会では、世界的に有名なサーカス団「シルク・ドゥ・ソレイユ」をはじめとする余興をお楽しみいただけます。 現在では高い芸術性とエンターテイメント性を兼ね備え、日本公演でも人気を博した「シルク・ドゥ・ソレイユ」は 23 日の閉会本会議で、ＲＩのために特別に企画した公演を披露します。また、6月 19日のホスト組織委員会主催行事では、エコール・ナショナル・ド・シルク（サーカス学校）の卒業公演が予定されています。ＲＩ国際大会は、3月 31日まで特別料金でご登録いただけます。詳細はＲＩのホームページ 
http://www.rotary.org/ja/Members/Events/Convention/

Pages/HowtoRegister.aspx をご覧ください。     「「「「紅紅紅紅    梅梅梅梅」」」」        立春を過ぎてもまだ寒い日々が続きますが、津島市内でも梅がほころび始めました。 「探梅」を春ではなく冬の季語に定着させたのは、松尾芭蕉といわれています（中日新聞）が、「冬の時代」の今をなんとか乗り越えて、小さくても春を見つけたいものです。    画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                
次週次週次週次週 2222 月月月月 19191919 日日日日（（（（金金金金））））はははは    

定款定款定款定款 6666----1111----CCCC によりによりによりにより、、、、休会休会休会休会ですですですです。。。。    

 次次次次回例会回例会回例会回例会 第第第第 2774 回回回回 ’10 年年年年 2 月月月月 26 日日日日（（（（金金金金）））） 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：伊藤哲朗伊藤哲朗伊藤哲朗伊藤哲朗君君君君 講講講講        師師師師：：：：津島警察署長津島警察署長津島警察署長津島警察署長    伊藤彰久氏伊藤彰久氏伊藤彰久氏伊藤彰久氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「日本日本日本日本ととととドイツドイツドイツドイツにおけるにおけるにおけるにおける    防犯意識防犯意識防犯意識防犯意識」」」」    
 

津島津島津島津島ＲＣＲＣＲＣＲＣのののの休会及休会及休会及休会及びびびび例会変更例会変更例会変更例会変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 3333 月月月月 5555日日日日（（（（金金金金））））例会変更例会変更例会変更例会変更    ⇒⇒⇒⇒3333 月月月月 6666 日日日日（（（（土土土土））））西尾張分区西尾張分区西尾張分区西尾張分区ＩＩＩＩ....ＭＭＭＭ....    14141414：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000 名古屋国際名古屋国際名古屋国際名古屋国際ホテルホテルホテルホテル    
 

 

 

 

ＩＭＩＭＩＭＩＭののののプログラムプログラムプログラムプログラム概要概要概要概要 

 第第第第１１１１部部部部    式典式典式典式典 14：00 点鐘   黙祷 斉唱     開会のことば  歓迎のことば  お客様紹介  参加クラブ紹介  主催者挨拶  地元市長挨拶 14：30 特別基調講演   講師：愛知県副知事 稲垣隆司氏   （COP10支援推進会議議長）   演題：「生物多様性条約 第 10回締結会議（COP10）の 成功に向けて」 15：30 休憩 15：40 トーク＆トーク（パネルディスカッション）」  “まず地域から  さらなる環境への取り組みを！  パートⅡ クリーン＆グリーン”  （各ＲＣパネラーによる 環境活動事例発表とトーク） ※津島ＲＣパネラー＝山本達彦先生山本達彦先生山本達彦先生山本達彦先生 17：20 次期ガバナー補佐紹介  次期ガバナー補佐挨拶（高木輝和高木輝和高木輝和高木輝和君君君君）  次期ホストクラブ紹介  次期ホストクラブ挨拶（清水裕行清水裕行清水裕行清水裕行会長会長会長会長）  閉会のことば 17：30 点鐘  第第第第２２２２部部部部    交交交交流流流流会会会会    （音楽演奏、地域物産展示） 17：50 清須市甲冑保存会の鎧兜の作り方紹介 18：00 開会のことば  乾杯  中締め 19：30 閉会  ロータリーソング「手に手つないで」  

 


