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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 4 月月月月 9 日日日日))))    第第第第 2780 回例会回例会回例会回例会 第第第第 2780 回回回回 ’10 年年年年 4 月月月月 9 日日日日（（（（金金金金）））） 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：余郷利彦君余郷利彦君余郷利彦君余郷利彦君 講講講講        師師師師：：：：伊藤文郎津島市長伊藤文郎津島市長伊藤文郎津島市長伊藤文郎津島市長    演演演演        題題題題：「：「：「：「中医協中医協中医協中医協のうらばなしのうらばなしのうらばなしのうらばなし」」」」     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 2779 回回回回‘‘‘‘10 年年年年 4 月月月月 2 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪雑誌月間雑誌月間雑誌月間雑誌月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長        伊藤伊藤伊藤伊藤    誠君誠君誠君誠君 講講講講        師師師師：：：：広報副委員長広報副委員長広報副委員長広報副委員長    堀田堀田堀田堀田    勝君勝君勝君勝君    演演演演        題題題題：「：「：「：「““““ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友友友友””””とととと雑談雑談雑談雑談」」」」    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        「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」  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  木村英雄君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数            71 名    3 月 6 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   全 員 登全 員 登全 員 登全 員 登 録録録録   71 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  59 名       出 席出 席出 席出 席 率率率率            100 %    本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率        83.10%     超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席    高木輝和君、加藤則之君、住田正幸君、山田勝弘君（2010～11 年度会長エレクト研修セミナー）、鈴木吉男君（次年度地区国際奉仕委員会）  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。本日は人民元切り上げに備えよ、中国マネーの力、強大にという話です。人民元はかならず上がる。わからないのは、いつどのような形で、どれだけの規模の切り上げが行なわれるかということです。 人民元高になれば沿岸部の輸出企業のコストが割高になる。中国の輸出の六割近くは、中国に進出している外資系企業によるものだが、これらの企業はコスト条件に敏感に反応するだろう。輸出産業で雇用が伸びないようだと、失業率が高まってしまう。中国は 8％以上の成長を続けないかぎ

り、中国国内の膨大な労働力を雇用として吸収することは難しい。この議論が正しいかどうか別として、輸出産業が雇用を拡大していくことが、中国社会の安定にとって重要な意味を持っている。 人民元の早急な切り上げを中国が嫌っているもう一つの理由は、農産物輸入の拡大の懸念である。もし人民元が切り上がれば、米国や豪州などの穀物が、大量に中国に入ってくることになる。これが中国の農村部に打撃を与えることは、中国政府としても避けたいところだろう。 長期的には人民元切り上げは、中国にとっても好ましいものであるはずだ。また人民元が上がるということは、中国が高まるということである。ドル建てなど外貨建ての中国の所得は跳ね上がる。中国は人民元の切り上げのタイミングをはかっているはずだ。 日本は 1971 年に 1ドル 360 円体制が崩れ、1973年以降変動相場制に移行して、その後急速な円高になった。当時の円と現在の人民元を同一視することはできないが、人民元が高くなっていくことは、この地域の政治経済を大きく変える要因となりかねない。人民元が 2 桁の切り上げになれば、中国の経済も一気に 2 桁で拡大する。中国から輸出する費用も 2 桁で上昇するし、同時に中国市場の購買力も 2桁で伸びることになる。 中国への関与をますます高めている日本の企業も、人民元が切り上がった時の対応をしっかり考えておく必要があります。今日カレンダーに書いてあったこと、「悩む時は悩みなさい、しかし、朝になったらやめなさい」なかなか悩みが多くて…。     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. 今月は雑誌月間です。伊藤誠クラブ広報委員長さんに卓話をしていただきます。 2. 伊藤文也さんが米山功労者第 10 回メジャードナ
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ー(総額 100万円)を受賞されましたので、清水会長と私幹事とで感謝状とバッジをお届けしてきました。 3. 個人によるチリ地震復興基金への寄付がポール・ハリス・フェローやマルチプル・ポール・ハリス・フェローの認証の対象となることになりました。 4. 今月のロータリーレートは 90円です。 5. 本日、『ロータリーの友』4 月号を配布、『ガバナー月信』4月号は回覧いたしました。 6. 本日、クローバーＴＶ社長の生田さんにゲストとして出席頂きました。次週入会式を行わせていただきます。 7. 本日、例会終了後、役員理事会が開催されます。役員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 2772772772779999 回分回分回分回分    加藤泰一郎加藤泰一郎加藤泰一郎加藤泰一郎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    清水裕行会長、浅井彦治副会長、伊藤基幹事 天王川の桜が見頃ですよぉ～。 伊藤文也君 米山功労者の第10 回メジャードナー感謝状とバッジ（ルビー入）をいただきました。 河西あつ子君 娘が結婚をし、息子が社会人となりました。 伊藤哲朗君、片岡鉄君 生田達一さんをお迎えして。 寺田晏章君 入会予定者の生田クローバーテレビ社長をゲストとしてお迎えして。 加藤則之君 ①孫が安江先生にお世話になりました。②娘夫婦が今月よりラビング・イングリッシュ・スクールを開校しました。4 才～大人までです。皆様宜しくお願いします。 伊藤誠君 本日卓話担当ですが、副委員長の堀田さんにお願い致します。 堀田勝君 本日、委員長の伊藤誠君に頼まれて、卓話の講師をいたします。 余郷利彦君、児玉昭君 和出宮司様お世話になりました。お元気で！ 服部貴君 『ロータリーの友』に初めて掲載されました。事務局の庄司さんの添削のおかげです。ありがとうございました。 相羽あつ子君 先週お休みしました。入園式を前に桜が満開です。天王川公園きれいですよ。 鈴木吉男君 無題……。 服部昭三君 ウィークリーに藤の花の絵を掲載させて頂きました。 野々山勝也君 先週お花をいただいて帰りました。 和出泰夫君 短い間でしたが大変有難うございました。 加藤泰一郎君、大谷与志弘君 ウィークリーに写

真が載りました。 宇佐美三郎君、田中正明君、堀田力男君、城正憲君、稲川明俊君、伊藤雅昭君、高木輝和君、河西あつ子君 その他。     卓卓卓卓    話話話話    ≪≪≪≪雑誌月間雑誌月間雑誌月間雑誌月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長        伊藤伊藤伊藤伊藤    誠君誠君誠君誠君 講講講講        師師師師：：：：広報副委員長広報副委員長広報副委員長広報副委員長    堀田堀田堀田堀田    勝君勝君勝君勝君    演演演演        題題題題：「：「：「：「““““ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友友友友””””とととと雑談雑談雑談雑談」」」」             皆様こんにちは。今月は雑誌月間ということで、雑誌副委員長の堀田が卓話をさせていただきます。 毎回ながら、私が卓話をいたしますと慌て者で、しかも早口で話をするものですから時間が余ってしまうのであります。余った時は誰かが山田忠右ヱ門さんの方を指すものですから、私はそれに甘えてお願いをしていました。しかし、残念なことに今回は山田忠右ヱ門さんもおみえにならないので、甘える訳にはいきません。従いまして、この度は充分に資料を用意いたしましたので、何とかやれるのではないかと予感しています。   さて、雑誌の話に移りますが、今年度はお蔭様で「長良川鵜飼い」の記事が『英語版ロータリーの友』に掲載されました。また、私事で大変お恥ずかしいのですが、「脳梗塞の回想」が『ロータリーの友』1 月号に掲載されました。更に、4月号には服部貴親睦活動委員長によります「クリスマス家族会」の記事が掲載されました。 ところで、私が一番初めに雑誌委員長を受けましたのは、入会後 2年目の平成 4～5年度で、当時の会長さんは伊藤正徳さん、幹事は高木輝和さんの時でした。今年度の幹事、伊藤基さんの父上の伊藤光二さんにご指導いただき、年度内に 7～8回ほど『ロータリーの友』に記事が掲載されたのであります。 その中で今でも印象に残っている出来事がありました。それは、「尾張津島天王祭り」に関する記事であります。“我が町・我が地区”というコーナーに、是非とも「天王祭り」を載せてもらおうではないか、しかもピーアールのために 6 月号に載せてもらおう、ということで意気込んだのでありました。ところが、ロータリーの友事務所では、すでに 1 年も前から枠組みは決まっているとのことで、今（3 月に）原稿を提出しても 1 年先になってしまうというものでした。それでは私の目的
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が達成できない…ということで、ロータリーの友事務所と交渉を重ねた結果、要望を叶えてくださり、私共の予定通り 6 月号に掲載していただきました。全く勉強不足の自分を棚に上げ、無理を言ったものだと、今思い出しても冷や汗ものです。  また当時はパソコンなどない時代でしたので、わたしはすべて菅沼のタイプライターを使用して原稿を書いたものでした。本日ここに当時の記事を配布いたしましたので、目を通していただけましたら幸いです。  なお、早いもので私が入会して 20年になりますが、今日までの会報、クラブ計画書は全部保管してあります。いつ自分が何をしたかわかるようにと思ってのことですが、ダンボール箱がいっぱいになってしまいました。また、当時の雑誌委員長の記録もこれだけあります。おそらく皆様は、『ロータリーの友』を全部読んでおみえとお察ししますが、私は自分に興味深い箇所を見つけて読むことにしています。その中から昨年の 4月号より私の目に止まった記事をお話ししたいと思います。                                   

 誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（4444 月月月月））））    服部貴服部貴服部貴服部貴親睦活動委員親睦活動委員親睦活動委員親睦活動委員長長長長    安江正博君（ 3 日）  滝川林一君（ 3 日）  児玉  昭君（ 5 日）  山田清三君（ 6 日） 大谷与志弘君（7 日） 坂井  裕君（ 8 日） 宅見康悦君（25 日）  田中正明君（27 日）     夫夫夫夫    人人人人    鈴木吉男夫人（ 2 日）    後藤  亨夫人（ 3 日） 高木輝和夫人（10 日）   大谷与志弘夫人（18 日）   岡本康義夫人（18 日）   木村雄一夫人（19 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    水野憲雄君（ １日）  住田正幸君（ 2 日） 鈴木吉男君（ 3 日）  堀田  勝君（ 8 日）   田中正明君（14 日） 佐藤栄一君（14 日）     浅井彦治君（16 日）  河西あつ子君（17 日）   古川弘一君（19 日）  伊藤雅昭君（20 日） 矢田  潔君（26 日）  安江正博君（29 日）      寺田晏章君（30 日）           退会退会退会退会のごのごのごのご挨拶挨拶挨拶挨拶         津島神社宮司の和出泰夫さんが3月末にて退職され、津島ＲＣを退会されました。津島神社に 50 年勤務されたということです。ロータリー会員の皆さんへの感謝をこめたご挨拶をいただきました。  

 

 最新版の『ロータリーの友』4 月号に、クリスマス例会の記事が掲載されました。他に 1 月号には堀田勝広報副委員長の｢脳梗塞の回想｣が掲載されました。 

 

舟に乗っただけなのに、『友』にも載ってまった。 
英語版『ロータリーの友』№68に、「長良川鵜飼」の記事が英訳されて載りました。 
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速報速報速報速報！！！！    台北滬尾台北滬尾台北滬尾台北滬尾ＲＣＲＣＲＣＲＣ通信通信通信通信    4 月 6 日に台北滬尾の会報が、津島ＲＣ事務局に届きました。 2007 年 4月 26 日の台北滬尾ＲＣ創立 1周年記念式典に、当時の故・服部武会長始め 5名が訪問した際に、津島ＲＣの有志 22 名からの寄付による桜の苗を、桜花大道に植樹しました。台北滬尾ＲＣの皆さんに大事にお世話をしていただき、まだ若い桜に花が咲きました！  謝謝、謝謝！                                  

そのそのそのその他他他他                 
    
     「「「「オシドリオシドリオシドリオシドリ」」」」     愛知県北設楽郡設楽町田峯の寒狭川は、日本有数のオシドリ越冬地として知られています。「思い羽」とも呼ばれるイチョウの形をした風切り羽を逆立てて、オスが懸命にアピール。1 羽のメスをめぐって数羽のオスが牽制しあっています。熱い争奪戦のあとは、北への長旅に飛び立ちます。     画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三    

  

 

 

                             

                                →→→→ 3 月 8日発行の記事 張慶忠(JHON) 葉照雄(TERU） 林建明(MAY) 陳水源 AQUA） 張榮樹(TREE)の 5人 が頑張りました。 

↑↑↑↑ 3 月 17 日発行の記事   桜が咲いた話は、次回 4月 12 日の台北滬尾ＲＣとの合同例会で、ゆっくりお聞きしましょう。 

木村雄一君が、司会に、ソングリーダーに大活躍しました。入会 4ヶ月余りなんて信じられない。力が入ってますね！ 【本日のメニュー】 割子弁当（3色団子付） 

次回例会次回例会次回例会次回例会 第第第第 2781 回回回回 ’10 年年年年 4 月月月月 12 日日日日（（（（月月月月）））） 内容内容内容内容：：：：台北滬尾台北滬尾台北滬尾台北滬尾ＲＣＲＣＲＣＲＣとのとのとのとの合同例会合同例会合同例会合同例会    時間時間時間時間：：：：午後午後午後午後 7777 時時時時～～～～    場所場所場所場所：：：：名鉄名鉄名鉄名鉄ニューグランドホテルニューグランドホテルニューグランドホテルニューグランドホテル    7777 階階階階「「「「扇扇扇扇のののの間間間間」」」」    
 


