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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 7 月月月月 16 日日日日))))    第第第第 2793 回回回回例会例会例会例会 ≪≪≪≪クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムⅡⅡⅡⅡ≫≫≫≫ 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 2792 回回回回‘‘‘‘09 年年年年７７７７月月月月 9 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムⅠⅠⅠⅠ≫≫≫≫ 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    「奉仕の理想」  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 加藤則之君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数        72 名    6 月 11 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        20 名    欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員   17 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        57 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        79.16%  訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率            92.54%  超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 安達勝夫君、浅井彦治君、加藤則之君、清水裕之君、住田正幸君、高木輝和君、山田勝弘君、伊藤基君（2009～10 年度役員理事委員長会議）     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    住田正幸住田正幸住田正幸住田正幸会会会会長長長長     今日も暑い中、お元気で例会出席ご苦労様です。 毎週の例会の会長挨拶が大変なことと、始まったばかりですが痛感致します。歴代の会長さんの並々ならぬご努力に対しまして、敬意を払う次第であります。 私は、例会から例会の 1 週間の間に、自分の身の回りで起きた事柄からお伝えするようにしたいと思っておりますので、ご理解を頂きたいと存じます。余り高尚な話はできませんので、宜しくお願い致します。 先日、7月 5日月曜日に第 2760 地区ロータリー財団セミナーが名古屋で行われ、高木ガバナー補佐、鈴木地区識字率向上委員長、滝川ロータリー財団委員長、山田幹事、そして私の 5 名にて出席して参り、大変思わぬいい話があり、感激致しました。 

 それは、津島クラブ推薦の水野真希女史が第2760 地区で初めて「世界平和フェロー」に選ばれたことです。当日報告を受け、大変な驚きと戸惑いを受けました。「世界平和フェローシップ」が何なのかもわからない自分であり、帰り道に鈴木地区委員長に教育を受ける状況です。鈴木地区委員長は、地区の大筋を理解されている当クラブに於いて大変貴重な存在です。もっと皆さん尊敬しましょう。…言い過ぎかなー。  水野真希女史の推薦ストーリーは 1 昨年度より話があり、二、三度話題になったと思われますが、すっかり話は消えていたとも。しかし、伊藤彰浩財団委員長が推薦人として取りまとめをして頂き、スタートし、その後宅見会長、三谷幹事、そして昨年度の清水会長、伊藤基幹事さんの努力が実った感じです。今後何らかの接触があると思われますので、ご期待をしていて下さい。 今日も１日良い日でありますように念じまして、挨拶と致します。     幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    山田勝弘幹事山田勝弘幹事山田勝弘幹事山田勝弘幹事    １．明日、親睦活動委員会の主催で道三温泉へ出かけます。 ２．本日、役員理事委員会構成表と卓話担当割表を配布させていただきました。 ３．本日と次週は、クラブフォーラムです。役員、理事、委員長の方は準備を宜しくお願い致します。 ４．本日、ガバナー事務所にて第 1 回ガバナー補佐会議が 14：00 から開催されます。高木輝和ガバナー補佐と加藤則之分区幹事が出席されます。 ５．RI 第 2760 地区で初となるロータリー世界平和フェローの水野真希さんに関する資料が、各テーブルに一部ずつ置いてありますのでご
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覧ください。 ６．7 月 14 日(水)17：00 より清林館高校でＩＡＣの例会が開催されます。 ７．後方入口の柱のところに、１ヶ月間の予定表を掲示させていただきました。ご確認下さい。 ８．ガバナー事務所より、今年度のカレンダーが届いていますので、お配りしました。 ９．今年度津島ＲＣスローガンのパネルを、前方に掲示させていただきました。 以上ありがとうございました。   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 2727272799992222 回分回分回分回分    松崎安孝松崎安孝松崎安孝松崎安孝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長長長長    住田正幸会長、佐藤敬治副会長、山田勝弘幹事 ①本日クラブフォーラム、よろしくお願いします。②水野真希さんがロータリー世界平和フェローとして認められました。 服部昭三君 ①25 年前(1985～86 年度)にニコボックス委員長としてお世話になりました。②1995～96 年度以降毎週会報に絵を掲載していただきまして。 後藤務君 マレーシア、タイの海外工場に行って来ました。マレーシアでディナーパーティーに参加しました。大変盛り上がっていました。海外工場のレベルも大分上がっています。 古川弘一君 堀田勝さんにお世話になりました。 堀田勝君 小林啓子さんにお世話になっております。 相羽あつ子君 みなさんにご心配をおかけしました。 浅井彦治君、佐藤敬治君 松崎先生に大変お世話になりました。 鶴見治貞君 目があいました。（というかあわせました） 服部貴君、堀田勝君、片岡鉄君、松崎安孝君、岡本康義君、清水裕之君、高木輝和君、余郷利彦君、幅辰雄君 ウィークリーに写真が載りました。 松崎安孝君、加藤泰一郎君、佐藤栄一君、生田達一君、稲川明俊君、篠田知生君、野々山勝也君 その他。     ≪≪≪≪クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムⅠⅠⅠⅠ≫≫≫≫ 河西河西河西河西あつあつあつあつ子社会奉仕委委員長子社会奉仕委委員長子社会奉仕委委員長子社会奉仕委委員長    １．津島市立図書館及び愛西市中央図書館へ必要な図書、資料または備品を寄贈する。 ２．５３０運動をインターアクトクラブはじめ、地域内他団体の協力を得て開催し、環境保全の意識の向上を図る。 ３．ボーイスカウト、ガールスカウト等の団体に援助協力する。 

４．彩雲館をはじめ福祉施設の就労支援をするとともに、環境保全活動に対して積極的に援助協力する。 ５．環境保全月間を設ける。 ６．会員の職場や家庭において、環境保全に対し意識の向上が図れ、行動ができるよう理解を深めることに努める。同時に地元企業と協力し環境保全に努めていきたい。 ７．ロータリー財団新地区補助金事業の参画、推進。 ８．分区大会ＩＭ実行委員会への参加協力。               鈴木吉男社会奉仕委員鈴木吉男社会奉仕委員鈴木吉男社会奉仕委員鈴木吉男社会奉仕委員        （（（（地区識字率地区識字率地区識字率地区識字率向上向上向上向上委員長委員長委員長委員長））））        中野義光新世代委員長中野義光新世代委員長中野義光新世代委員長中野義光新世代委員長    １．青少年の健全な育成を目指し、他の委員会及び諸団体と共に連携し、事業活動を推進支援する。 ２．インターアクト・クラブ活動に積極的継続的に参加、助言を行い、インターアクト・クラブの活性化を図り、社会奉仕・国際理解はもとより国内外における環境問題にも指導力を発揮できるインターアクト・クラブの育成を支援する。 ３．インターアクト・クラブ海外派遣事業が、昨年のインフルエンザにより中止となり、国内研修として実地致します。地区内のインターアクトクラブメンバーと出会い交流する中で、互いの思いやりの心、自立心とリーダーシップを育む国内文化、歴史の再認識をする中で過去の英智を知る。 ４．毎回、清林館ＩＡＣ例会への出席者が少ないので多くの参加をお待ちしております。        山本達彦職業奉仕山本達彦職業奉仕山本達彦職業奉仕山本達彦職業奉仕副副副副委員委員委員委員長長長長    １．会員の皆様の職場における職業奉仕に対する理解向上を図るため会報に職業奉仕に関する「コラム」を掲載する。 ２．毎月第一例会のロータリーソングの「四つのテスト」を継続実施し、その意味をよく理解して頂き、会員が職業奉

 

 

地区新世代委員会は…ウンヌン 

 Ｒ財団の新地区補助金とは…。 
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仕の理解と見識を深め、実践に結び付けて頂く。 ３．今年度の職業奉仕月間は、「あいちトリエンナーレ」を出張例会の会場として企画しております。 ４．分区大会ＩＭ実行委員会への参加協力。  片岡鉄国際奉仕委員長片岡鉄国際奉仕委員長片岡鉄国際奉仕委員長片岡鉄国際奉仕委員長 １．国際交流 ① 台北滬尾ロータリークラブの創立 5周年記念例会（4月）に参加する。 ② 台北滬尾ロータリークラブとの姉妹クラブ契約締結期間満了（2011 年11 月 15 日）に伴い、以降の両クラブにおける友好関係についての打合せを行い、次年度に引き継ぐ。 ２．世界社会奉仕 ＲＩ及び地区のＷＣＳ事業に協力参加する。 ３．ＲＩ国際大会（アメリカ・ニューオ－リンズ2011 年 5 月 21 日～5 月 25 日）への参加を奨励する。 ４．海外ロータリークラブへのメーキャップを奨励する。 ５．海外での大規模な自然災害等の発生時に義援金を募る窓口となる。 ６．分区大会ＩＭ実行委員会への参加協力。  滝川林一滝川林一滝川林一滝川林一ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員長財団委員長財団委員長財団委員長    財団委員会では、クラブ計画書に記載の 5 項目を実施していく予定です。 特に「４.新地区補助金事業の実施」に関しましては、社会奉仕委員会が行います「あま津島人名事典」の作成、寄贈には108 万円の事業費に対して414,460円の補助金を得ました。 このようにこの補助金事業は、前倒しで立案・計画をしなければなりません。そのためには早目に次年度の委員長、できれば副委員長も決めておくとスムーズな運営が計られると思います。 また 2010～2011 年度新地区補助金申請 52件、グローバル補助金申請 4件の一覧がありますので、参考にされたい方は山田幹事、財団委員、または事務局にお申し出ください。     矢田潔矢田潔矢田潔矢田潔ＩＭＩＭＩＭＩＭ実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長    2011 年 3 月 5 日（土）には、津島ＲＣがホストとして分区大会ＩＭを開催しますので、矢田潔実行委員長より、皆様にご協力をお願いしました。     

親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会    田中正明親睦活動委員長田中正明親睦活動委員長田中正明親睦活動委員長田中正明親睦活動委員長     出席報告＆誕生日祝い＆“納涼・みんなで温泉つかっていっぱい飲もう会”のお知らせをいたします。     誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（7777 月月月月））））    伊藤彰浩君（ 9 日）  住田由純君（11 日） 伊藤文也君（12 日）  伊藤雅昭君（15 日） 伊藤祥文君（15 日）  寺田健一君（18日） 篠田 廣君（20 日）  伊藤哲朗君（26 日）     夫夫夫夫    人人人人    伊藤哲朗夫人（ 2日） 水野憲雄夫人 ( 2 日） 根崎健一夫人（ 9日） 伊藤 誠夫人（10日） 児玉 昭夫人（22日） 中野義光夫人（29日）  伊藤雅昭夫人 (30 日） 前田昭生夫人（31 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    篠田 廣君（20 日）                                   「「「「竹竹竹竹とととと雀雀雀雀｣｣｣｣ 今年の梅雨も各地で豪雨となり被害が出ていますが、雨が小降りになるとどこからか子雀たちが出てきて、無邪気にチュンチュンと鳴きながら地を跳ね、追いかけっこをする姿が見受けられます。 昔の人は、「鳥の鳴き声が聞こえると、雨が止む」と言いました。竹に止まる雀たちは、梅雨明けを待ちわびているようです。  画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三     
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                                                                                                                                                                          次回例会次回例会次回例会次回例会 第第第第 2794 回回回回‘‘‘‘09 年年年年 7 月月月月 23 日日日日（（（（金金金金）））） ≪≪≪≪ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐訪問補佐訪問補佐訪問補佐訪問例会例会例会例会≫≫≫≫ 

 

 

 

 うだつのあがる街から、絆を深める親睦活動を始めてみました。（田中） 美濃和紙で作った様々な提灯を売っています。→ ↑↑↑↑街並みに佇む、長～い住田正幸会長と、お役目が終わった服部貴前年度親睦活動委員長。 

第第第第1111回親睦会回親睦会回親睦会回親睦会    

Dear Rtn Terukazu 
It was nice meeting you at our Rotary club 
meeting on Monday 12th July 2010.  We 
look forward to working together. Regards 
Yours in Rotary 
PP Deepak Pandit Nairobi Utumishi RC 

Dear takagi. 
My name is calvin. This is the young  guy from 
the rotary club of nairobi east that you 
interviewed. Just want to thank you for coming 
and wish you a safe trip back home. I hope we will 
keep intouch. Regards. 

7 月 14 日、ナイロビのロータリークラブからメールが届きました。 

田中正明親睦活動委員長田中正明親睦活動委員長田中正明親睦活動委員長田中正明親睦活動委員長    新年度早々の 7 月 10 日、久しぶりに快晴となった土曜日に、「美濃市の和紙とうだつのあがる街並み」、「関市洞戸円空記念館」、そして「道三温泉」へ行きました。 

←←←←関市円空記念館の前に、17 人の晴晴晴晴れれれれ男男男男が勢ぞろいしました。 
ホッとくつろぐ会長･幹事、そして ↓↓↓↓観光業の仕事も兼ねた(?)伊藤誠君。 

 これが目に入らぬか… 
 ええとて、ええとて、いっぱい飲みゃぁ！ 

 Ｇ補佐の高木輝和です。ワシが帰国する前にメールが来たきゃ。 

←←←←ここのところが うだつ。長～く あがってます。 


