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本日の行事予定本日の行事予定本日の行事予定本日の行事予定    ((((2010201020102010 年年年年 7777 月月月月 23232323 日日日日))))    第第第第 2792792792794444 回回回回例会例会例会例会    ≪ガバナー補佐訪問例会≫≪ガバナー補佐訪問例会≫≪ガバナー補佐訪問例会≫≪ガバナー補佐訪問例会≫    先先先先回の記録（例会）回の記録（例会）回の記録（例会）回の記録（例会）    第第第第 2792792792793333 回‘回‘回‘回‘09090909 年年年年７７７７月月月月 16161616 日（金）晴れ日（金）晴れ日（金）晴れ日（金）晴れ    ≪クラブフォーラムⅡ≫≪クラブフォーラムⅡ≫≪クラブフォーラムⅡ≫≪クラブフォーラムⅡ≫    ストレッチ体ストレッチ体ストレッチ体ストレッチ体操操操操    中野義光君    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」  ソングリーダソングリーダソングリーダソングリーダーーーー 木村雄一君 ゲ スゲ スゲ スゲ ス トトトト    黒野晃太郎君（あまＲＣ）        渡辺 均君（あまＲＣ） 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数        72 名    6 月 18 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   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        63 名     MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員    11 名 本日の本日の本日の本日の出席率出席率出席率出席率        87．50%  訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率            97．10%  超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 高木輝和君、鈴木吉男君（第 1 回地区国際奉仕委員会及び識字率向上委員会）、浅井彦治君、伊藤基君、伊藤幸蔵君、加藤則之君、山田勝弘君、梶浦興藏君、河西あつ子君、高木輝和君、服部貴君，伊藤哲朗君，木村雄一君，山田清三君，生田達一君（2009～10 年度社会奉仕・会場・親睦活動合同委員会）     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長会長会長会長     梅雨真っ直中、皆様お元気にご出席頂き、ありがとうございます。 参議院選挙も終わって民主党が過半数割れとなり、国会運営に“ねじれ”が生じ、ままにならない菅首相の顔が浮かびます。一方で、小沢代官が再び表舞台に登場もあり得ますが、しっかりした国作りをお願い致します。  先日、親睦活動委員会が主催してくれました“卯建（うだつ）が上がる街並みと、鮎を食べよう”に参加して参りました。午後からの出発でしたので、

満足には程遠いと思ってましたが、何が何が超満足の小旅行でした。17 名の参加で、最長老は宅見さんでしたが、楽しんで頂きました。帰りのバスではカラオケ大会も催され、全員が歌うことになり時間が足りない程でした。 今年のスローガン“出会い、絆”を如何にして演出するか模索していますが、皆さんと一緒に考え行動すれば浸透もできると思い、今後も場作りをして参りますので、ご理解を御願い致します。     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. 本日、あまＲＣより本年度地区大会実行委員長の黒野晃太郎様と大会幹事の渡辺均様がお見えになっています。後ほどご挨拶を頂きます。 2. 次週 7 月 23 日に、臨時決算総会を開催いたします。 3. 本日クラブ計画書を配布いたしました。予算、決算については次週配布させていただきます。 4. 次週 7 月 23 日はガバナー補佐訪問です。本日お配りしたクラブ計画書をご持参下さい。また当日例会終了後、クラブ協議会を開催いたします。役員、理事、委員長、新入会員及び入会3年未満で一度も参加されていない方は、出席をお願いいたします。 5. 本日、別紙「国際ロータリー2010 年度規定審議会に伴う変更のお知らせ」を配布いたしました。後ほど、クラブ奉仕委員会の三谷委員長よりご説明いただきます。 6. 7 月 24日に「第 1 回西尾張分区運営委員会」が 15：30 より例会場で開催されます。その後懇親会が朝日寿しさん、また 19：00 より天王 祭をご覧いただきます。メンバーの皆さんで  手伝っていただける方がお見えでしたら、加
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藤則之分区幹事までお願いいたします。また当日は米山奨学生の喩昊君にも来て頂きます。 7. 7 月 18 日（日）9：00 から津島の中央公民館で「天王子ども塾」が開催されます。津島ロータリークラブ主催となっております。ご都合のつく方は出席をお願いいたします。 8. 本日 18：30 より会場委員会が「神鶴」で開催されます。 9. 7 月 14日の清林館高校のＩＡＣ第 2 回例会に中野委員長、横井副委員長、野々山委員、稲垣地区委員、宅見パスト会長、松崎君、山田幹事の 7名が出席させていただきました。 10. 7 月 19 日の海の日にＩＡＣの年次大会が岡崎で開催されます。中野義光新世代委員長と稲垣宏高地区ＩＡ委員と清林館高校の顧問朝見先生、副顧問の神谷先生、生徒 15 名と一緒に参加していただきます。 11. 国際ロータリー第 2760 地区俳句大会（11 月28 日 13：00～17：00）の案内が来ております。  参加、投句されたい方は事務局までお願いいたします。 12. 本日、例会終了後、決算理事会を行います。役員、理事、委員長の方は出席をお願いいたします。 ―以上ありがとうございました。   ニコボックス報告ニコボックス報告ニコボックス報告ニコボックス報告    第第第第 2727272799993333 回分回分回分回分    後藤務後藤務後藤務後藤務親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動委員委員委員委員    地区大会実行委員長・黒野晃太郎君(あまＲＣ)、大会幹事・渡辺均君(あまＲＣ) 地区大会へのご協力とご出席をお願いにあがりました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 住田正幸会長、佐藤敬治副会長、山田勝弘幹事 ①あまＲＣの黒野さんと渡辺さんをお迎えして。②本日も先週に引き続きクラブフォーラムです。皆様よろしくお願いします。③大変暑くなりました。皆様体調にお気をつけ下さい。 高木輝和君、加藤則之君、横井知代君 地区大会実行委員長の黒野晃太郎さんと大会幹事の渡辺均さんをお迎えしまして。 高木輝和君 海外から無事帰国しました。 後藤務君 任天堂のゲーム機のスイッチボタンの仕事が決まりました。数量が多いのでとまどっています。 浅井賢次君 高木輝和さん、ご無事に帰国されまして、おめでとうございます。 服部貴君 道三温泉の親睦会おつかれさまでした。  田中正明君 道三温泉では大変お世話になりました。一年間宜しくお願いします。 

服部昭三君 ①ウィークリーに画が載りまして。②松崎先生にお世話になりました。 浅井彦治君 河西先生にお世話になりました。今後とも宜しくお願いいたします。 宇佐美三郎君 久しぶりに浅井彦治さまにお目にかかりました。 岡本康義君 中国語検定 4級に合格できました。 坂井裕君 な～んにもいいことがありませんけど……。 住田正幸君 先週お花をいただいて帰りました。 篠田廣君 高木さん､幅さん､お世話になりました。 河西あつ子君、高木輝和君、伊藤誠君、伊藤哲朗君、寺田晏章君、山本達彦君、鈴木吉男君、中野義光君、田中正明君、宅見康悦君、加藤則之君、伊藤幸蔵君、片岡鉄君 ウィークリーに写真が載りました。 佐藤栄一君、生田達一君、稲川明俊君、城正憲君、清水裕之君 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ⅡⅡⅡⅡ≫≫≫≫    服部貴米山奨学委員長服部貴米山奨学委員長服部貴米山奨学委員長服部貴米山奨学委員長    普通寄付金、会員 1 人当たり5,000円とする。また津島ＲＣとして普通寄付金とは別に米山奨学委員会に 100,000 円寄付する。米山功労者の表彰は現行の累計 30万円ごとから累計 10万円ごとに変わったのでパスト会長始め多数の会員の皆様に米山功労者になって頂くようお願いをする。     三谷栄一クラブ奉仕委員長三谷栄一クラブ奉仕委員長三谷栄一クラブ奉仕委員長三谷栄一クラブ奉仕委員長    「国際ロータリー2010 年度規定審議会に伴う変更のお知らせ」について、配布資料の通りご説明いたします。   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    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. 当クラブの例会に出席される Visitor の方には、特に誠意と笑顔をもってお迎えし、楽しい雰囲気をつくる。 4. 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。 
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5. 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。 6. 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。 7. 会員同士の各種趣味の会の開催を奨励し、積極的に参加するよう働きかける。 8. 本年度新入会員がクラブ全員に早く溶け込んで頂けるように、最大限の努力をする。     八木秀雄ロータリー情報委員長八木秀雄ロータリー情報委員長八木秀雄ロータリー情報委員長八木秀雄ロータリー情報委員長    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。更に退会防止に努める。     伊藤誠会場委伊藤誠会場委伊藤誠会場委伊藤誠会場委員長員長員長員長    【会場】 1. 例会会場内では、引き続き禁煙とします。 2. 例会に必要な会場設営、及び付帯設備を開会 30 分前には全て完了する様努める。 3. 例会に先立ち、会長・幹事・Ｓ.Ａ.Ａ.及び各委員長と連携をとり、スピーディーな進行ができるよう努める。 4. 親睦活動委員会と協力して、会員相互の親睦を図ると共に来訪されたゲスト・ビジターの方々が打ち解けた気持ちで過ごして頂ける例会運営を心掛ける。 【プログラム】 1. 地区行事・クラブ例会並びに年間行事を勘案し年間卓話を組み４大奉仕を具現化する計画を立てる。（本年度は、分区大会ＩＭのホストクラブを務める事も考慮する） 2. 特別月間は関連委員会の担当とし、特別月間としてふさわしい行事を実施する。 3. あまロータリークラブとの合同例会（ガバナー公式訪問時）を行い、ロータリー情報の交換の集いとし親睦を深める。（ホストはあまＲＣ） 4. 新入会員及び卓話経験のない会員（前回の卓話担当より、より長い時間を経過した会員）には優先的に卓話を担当して頂く。 5. 卓話は、会員自身によるスピーチを奨励する。 

水野憲雄会員増強委員長水野憲雄会員増強委員長水野憲雄会員増強委員長水野憲雄会員増強委員長    1. 地元地域社会に密着しているため、ロータリーの奉仕の理想を広め、会員増強の重要性を強調する。 2. クラブの職業分類表を検討し、未充填の職業分類に対して適格な会員候補者を理事会に推薦するよう努める。 3. 新会員の推薦は会員の責務である。よって会員増強に努力し、クラブの活性化が図れるように努める。 4. 会員増強も重要であるが、さらに退会防止についても各委員会と協力し、努力したい。 新入会員 7 名程度 卓話担当 会員増強月間（8 月）にちなみ、地区役員を卓話講師に迎える。 地区への会員増強報告     相羽あつ子クラブ広報委員長相羽あつ子クラブ広報委員長相羽あつ子クラブ広報委員長相羽あつ子クラブ広報委員長    経験豊かなベテランの方々と共に協力しあいながら、一年間進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。この委員会は 4つの部門からなっており、昨年度の委員会において会報事業と広報事業の 2つを柱とする方向付けがしっかりとなされましたので、今年も同じ方針で参りたいと思います。尚、会員移動のため 2006 年以来４年振りに名簿刷新があります。また、ウィークリー掲載の卓話原稿はじめ、各委員会の掲載希望は事務局までよろしくお願いいたします。『ロータリーの友』へ寄稿の折には原稿依頼を致しますので、重ねてご協力をよろしくお願いいたします。  岡本康義ニコボックス副委員長岡本康義ニコボックス副委員長岡本康義ニコボックス副委員長岡本康義ニコボックス副委員長    1. ニコボックスの目的を達成するために、平素から会員並びに会員家族の喜び事に気を配る。 2. クラブ広報委員会及び会場委員会の協力により、投函された方の主旨を会員に周知できるようウィークリーで紹介し、喜びを分かち合い、会員により喜捨して頂けるよう図る。 3. ニコボックスの発表をわかりやすく会員に伝える。 4. ニコボックス内規の周知を図り、収入目標（300万円）以上を達成できるよう努力する。 5. ラッキーな会員を会全体で祝うように呼びかける。     
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その他その他その他その他    黒野晃太郎地区大会実行委員長(あまＲＣ)と渡辺均大会幹事(あまＲＣ)が、11 月の地区大会について、協力と積極的な参加を呼びかけられました。                                                         清林館高校ＩＡＣ例会清林館高校ＩＡＣ例会清林館高校ＩＡＣ例会清林館高校ＩＡＣ例会    7 月 14日（水）の清林館高校インターアクトクラブ例会に、稲垣地区ＩＡ委員を始め 7名が出席しました。     「土用丑｣「土用丑｣「土用丑｣「土用丑｣     7 月 26 日は土用の丑です。養殖ウナギの生産量日本一の愛知県一色町で、出荷がピークとなっています。年間 2500 万匹（6,000ｔ）が出荷され、その 4分の1が 7 月に集中するそうです。稚魚のシラスウナギが不足し、価格は昨年よりやや高めになっています。奥浜名湖周遊舘山寺ホテル九重にて、昔の鰻売りのイメージを描きました。     画・文画・文画・文画・文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三        

速報速報速報速報！！！！    ≪高木ガバナー補佐のアフリカひとり旅≫≪高木ガバナー補佐のアフリカひとり旅≫≪高木ガバナー補佐のアフリカひとり旅≫≪高木ガバナー補佐のアフリカひとり旅≫                                                                                                                                                                                        次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2795 回回回回‘10 年年年年 7 月月月月 30 日（金）日（金）日（金）日（金）    卓話担当：木村雄一君卓話担当：木村雄一君卓話担当：木村雄一君卓話担当：木村雄一君    演演演演        題：「景気の話」題：「景気の話」題：「景気の話」題：「景気の話」    

 

 

加藤則之分区幹事加藤則之分区幹事加藤則之分区幹事加藤則之分区幹事        7 月 24日の分区運営委員会にご協力を。 

ナイロビ国立公園の開発による滅び行く大草原。 

モニ前大統領が象牙を燃やした場所 
 

ナイロビ・ウツミシＲＣ会長とバナー交換 
ナイロビ・イーストＲＣでのバナー交換 

親が死んだり、殺されたりした子象達を保護する施設は年々収容しきれなくなっています。 
絶滅危惧種、キリンのロスチャイルドの保護 

絶滅の危機、この白サイもいつまで？ 草原には動物がいなくなった…。 
(サバンナ)ナイロビの街が追ってくる。 

2009～10年度の5年毎の100％出席表彰。堀田勝君(20 年)、 加藤隆朗君(5 年)、遠山孝義君(25 年)、服部貴君(10 年)、 根崎健一君（30 年）、浅井賢次君(40 年)。 


