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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    ((((2010 年年年年 7 月月月月 30 日日日日))))    第第第第 2795 回回回回例会例会例会例会 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」    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 2794 回回回回 ’’’’10 年年年年 7 月月月月 23 日（金）晴れ日（金）晴れ日（金）晴れ日（金）晴れ ≪ガバナー補佐訪問≪ガバナー補佐訪問≪ガバナー補佐訪問≪ガバナー補佐訪問≫≫≫≫ 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 寺島淳一君 ゲ スゲ スゲ スゲ ス トトトト        RI 第 2760 地区西尾張分区ガバナー補佐 高木輝和君（津島ＲＣ） RI 第 2760 地区副幹事  岡部 務君（名古屋北ＲＣ） RI 第 2760 地区西尾張分区幹事     加藤則之君（津島ＲＣ） RI 第 2760 地区西尾張分区副幹事     三谷栄一君（津島ＲＣ） 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数        72 名    6 月 25 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   11 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        65 名     MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     5 名 本日の出席率本日の出席率本日の出席率本日の出席率        90.28%  訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率            94.20%  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、三谷栄一君、住田正幸君、佐藤敬治君、山田勝弘君、寺田晏章君、前田昭生君、余郷利彦君、清水裕之君、矢田潔君、八谷潤一君、岡本康義君、服部昭三君、浅井彦治君、伊藤哲朗君、河西あつ子君、中野義光君、寺島淳一君、片岡鉄君、滝川林一君、田中正明君、伊藤誠君、水野憲雄君、服部貴君、鈴木吉男君、松崎安孝君（第 1回役員理事委員長会議）、 住田正幸君、山田勝弘君、高木輝和君、鈴木吉男君（地区ロータリー財団セミナー）、高木輝和君、鈴木吉男君（地区ＷＣＳ委員会）、加藤隆朗君、山田勝弘君、服部貴君、堀田勝君、伊藤基君、加藤則之君、佐藤敬治君、住田正幸君、児玉昭君、相羽あつ子君（米山奨学生歓迎会）         

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会会会長長長長     梅雨も先週後半に明け、暑い夏がやって参ります。 皆様、お元気にご出席頂きありがとうございます。7 月の例会も 4回、4週目になりました。初例会では伊藤津島市長、八木愛西市長をお迎えしての例会、2週、3週目はクラブフォーラムで、今年度一年の事業計画が発表されました。いよいよ各委員会、心を新たにして事業実行に進むところです。そして今週は、高木ガバナー補佐の訪問を受けます。今年の我が津島クラブの事業に対しまして、高木ガバナー補佐よりどんなコメントが頂けるのか緊張の例会です。  それに今日、今年から毎月第 4 週目の金曜日夕方より、カラオケ大会が開催されます。これは今年のスローガン“ロータリー・それは、出会い・絆”を表現する“絆”を、少しでも進めようと会員の中から提案された企画であります。この催しに関わった会員の皆さんに、紙面を借りまして御礼申し上げます。1 人でも多くの方々が参加して大会が盛り上がりますように期待致します。  また、明日土曜日は“尾張津島天王祭”でありますが、西尾張分区の会長・幹事、それに岡部地区副幹事、パストガバナー補佐 2 名を祭りにお招きして、第１回分区運営委員会が開催されます。少しでも津島のＰＲができれば良いなーと関係者は張り切っておりますので、お時間がありましたら、お顔を見せて頂くことも宜しいかと思います。  いずれに致しましても気の抜けない一年になりそうです。     
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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. 本日は西尾張分区高木輝和ガバナー補佐訪問例会です。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、新入会員の皆様よろしくお願いします。またこの機会を利用して来年 3月 5 日の分区大会ＩＭについて協議する予定です。 2. 本日臨時決算総会を行います。それに伴い2009～2010 年度決算、2010～2011 年度予算書（案）を配布いたしました。 3. 分区大会開催にあたって、高木輝和ガバナー補佐、矢田潔分区ＩＭ実行委員長、副会長兼分区大会実行副委員長の挨拶をお配りいたしました。 4. 明日第 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（メークアップ）。その後懇親会が朝日寿しさん、また 19：00 より天王川祭をご覧いただきます。 5. ㈱大糖産業の大河内勝彦さんと、カトウテキスタイル㈲の加藤秀人さんから入会申し込みが提出されました。推薦人は大河内さんは、伊藤哲朗さんと山田勝弘、加藤さんは児玉昭さんと山田勝弘で、先週の理事会で承認されました。推薦に対してご異議のある方は、本日より７日以内に、理由を付記した書面を理事会に提出して下さい。異議のない場合は、7月30日の例会にゲストとしてご出席いただき、8月 6日の例会で入会式を行います。 6. 先日の親睦活動委員会の旅行に参加された方に登録料の請求書をお配りしました。 7. 前年度の出席の記録をお配りしました。 8. 高木輝和ガバナー補佐が7月 26日にあまＲＣ、28 日に稲沢ＲＣを訪問されます。また 30 日には地区国際奉仕委員長会議に、鈴木吉男識字率向上委員長と片岡鉄国際奉仕委員長と共に出席されます。 9. 清林館高校ＩＡＣの部員2名が 7/26～7/29に国内研修で屋久島方面へ行きます。 10. 次週 7 月 30 日例会終了後 14：00 より、この会場で地区補助金事業「海部津島人名事典作成、寄贈」について海部歴史研究会の皆さんが打合せを行います（メークアップ）。社会奉仕、ロータリー財団委員会の皆様は参加協力をお願いいたします。 11. 本日 18：30 よりカラオケ同好会が「車門」にて、また来週 29 日には、ゴルフ部会が「桑名ＣＣ」で 開催されます。 12. 7 月 30 日 18：00 より職業奉仕委員会が「恵比寿」で開催されます（メークアップ）。   

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 2727272799994444 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    岡部務地区副幹事（名古屋北ＲＣ）本日のガバナー補佐訪問よろしくお願いいたします。 高木輝和ガバナー補佐、加藤則之分区幹事、三谷栄一分区副幹事 本日よりＧ補佐始動致します。3 人スクラムを組んで、1 年間頑張ります。どうか宜しくお願い致します。 住田正幸会長、佐藤敬治副会長、山田勝弘幹事 ①高木ガバナー補佐をお迎えして。②岡部地区副幹事をお迎えして。③本日、総会、ガバナー補佐訪問そしてクラブ協議会よろしくお願いします。④本日のカラオケ同好会楽しみです。 高木輝和君 岡部地区副幹事には、1 年間大変お世話になります。また本日もよろしくお願い致します。 浅井彦治君、古川弘一君、後藤務君、堀田勝君、伊藤幸蔵君、河西あつ子君、片岡鉄君、松崎安孝君、水野憲雄君、宇佐美三郎君 高木輝和ガバナー補佐様をお迎えして。 根崎健一君 ①篠田廣先生にお世話になりました。②皆様のご指導とご協力により無事30年間 100％出席を達成することができました。感謝致しております。 児玉昭君、余郷利彦君、矢田潔君 カラオケ同好会発会をお祝いして。 余郷利彦君、伊藤幸蔵君、服部貴君、伊藤祥文君 天王川祭り成功を祈って。 伊藤基君 小畑さんと岡本さんのお世話になり、取り付けた、天王祭を紹介する津島屋のライブカメラが中日新聞で紹介されました。 清水裕之君 孫が稚児で奉仕します。 服部昭三君 ①監査報告を致します。②カラオケ同好会でお世話になります。 相羽あつ子君 津島まつりが始まっています。成功をお祈りしています。 片岡鉄君 堀田勝さんと大谷与志弘さん にお世話になりました。 滝川林一君 猿も木から落ちた。 幅辰雄君 熱中症に注意しましょう。 後藤務君 清水直前会長に機械を紹介して頂きました。良い所で助かりました。 高木輝和君 松崎先生に大変お世話になりました。 浅井彦治君 松崎先生にお世話になります。  根崎健一君、相羽あつ子君、堀田勝君、宅見康悦君、岡本康義君、水野憲雄君、加藤隆朗君、田中正明君、滝川林一君 ウィークリーに写真が載りました。 野々山勝也君、田中正明君、佐藤栄一君、城正憲君 その他。     
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臨時決算総会臨時決算総会臨時決算総会臨時決算総会 議題：2009-2010 年度収支決算書承認の件 会  計  前田昭生君 会計監査  服部昭三君 議題：2010-2011 年度収支予算書(案)の件 

 前田昭生君より前年度決算報告、服部昭三君より前年度監査報告の後、山田勝弘幹事より 2010-2011 年度の予算を提案。いずれも拍手で承認されました。 
 地区副幹事挨拶地区副幹事挨拶地区副幹事挨拶地区副幹事挨拶    岡部務地岡部務地岡部務地岡部務地区福幹事区福幹事区福幹事区福幹事     2010～11年度RI第2760地区副幹事で、西尾張担当の岡部務君（名古屋北ＲＣ）より、ご挨拶をいただきました。  ガバナー補佐卓話ガバナー補佐卓話ガバナー補佐卓話ガバナー補佐卓話 高木輝和ガバナー補佐高木輝和ガバナー補佐高木輝和ガバナー補佐高木輝和ガバナー補佐 演題：｢演題：｢演題：｢演題：｢ロータリーのロータリーのロータリーのロータリーの 国際奉仕を楽しもう」国際奉仕を楽しもう」国際奉仕を楽しもう」国際奉仕を楽しもう」 皆さんこんにちは。地区では、国際奉仕委員会の担当です。私ども津島クラブの鈴木吉男君が、2 年ほど前に地区国際奉仕委員長、今年度は新しくできた「地区識字率向上委員会」の初代委員長ということで、またまた地区委員会をお騒がせすると思いますが、よろしくお願いしますとともに、今年度は大いに国際奉仕にがんばりたいと思います。 私は動物が大好きで、以前にもアフリカへ行ったことがありますが、今年2月にタンザニアとケニアへ、津島ＲＣのメンバーとともに旅行しました。タンザニアのアリューシャＲＣに出席し、別のＲＣも訪問する予定でしたが、予約した飛行機が、今にも墜落しそうなくらいボッコ（名古屋弁でオンボロ）だったり、現地のお国柄もあったりで、出席することができませんでした。  ロータリーの新年度が始まり、私はガバナー補佐として毎日のように、いろんな研修会やら委員会に呼ばれていましたが、7月中旬にちょうど1週間ポッカリと予定が入ってないのに気がつきました。これは、チャンス！ 前回オンボロ飛行機で苦労したので、今回は誰も連れていかず、一人で通訳を兼ねたガイドさんを頼んで、再びケニアへ行ってきました。もちろんロータリアンとして、ナイロビ・ウツミシＲＣと、ナイロビ・イーストＲＣを訪問しました。  今回の目的は、絶滅危惧種の動物を見ることでした。私が訪ねたナイロビ国立公園には、400 種以上の野生動物がいます。ケニアの首都ナイロビの中心地からたったの5km位しか離れていません。サバンナの草原のすぐ向こうに民家やビルが見えます。ナイロビは、インドなどの新興国の工場ができ、たくさんの人たちが仕事を求めて移住して、急速に人口が増加しました。そのため、森

林や草原を次々に開拓して市街地が迫ってきているのです。この公園に、世界中から毎年 10 万人もの観光客がきて、手軽にサファリを楽しむということで、公園の周囲には近隣の住民や観光客が捨てたゴミが散乱しています。公園とナイロビ市街地の境目には、動物が入らないよう電気柵が張られていますが、侵入を防ぎきれず、「害獣」として住民に殺されることが増えています。日本でも、熊や猿、鹿などが山から降りてきて畑を荒らすとか、人に出会ったりして殺されているのと一緒ですね。 ナイロビ国立公園内に、人間に親を殺され、孤児になった動物の保護施設があります。チーターやライオン、キリン……、実に約100頭。ナイロビ国立公園の保護施設には、ケニア全土から動物の孤児が送られてきます。しかし、人間に育てられ、人間に慣れてしまった動物は、自然には返せないので、本来の人と野生動物の共存関係が崩れると心配されています。 今年10月に、名古屋市で「生物多様性条約第10回締約国会議（ＣＯＰ（CCCConference oooof the PPPParties）10）」が開催されます。ＣＯＰは2年に1回開かれますが、今年は193の国と地域が参加します。課題のひとつは、「生物多様性を維持するために、国際社会が何をすべきかを示す新しい世界目標の設定」で、10年前に決めた目標が達成されず、自然破壊が止まっていません。 ある新聞記事によると、地球の生態系は 38 億年の進化によってつくり出されたそうです。火山噴火や小惑星の衝突が引き金になって、地球生物の大量絶滅は5回あり、今は6度目の大量絶滅期と言われます。恐竜時代には約千年に1種、1600～1900年には約4年に1種、1900年代前半には約1年に1種、現在は、なんと１年間に4万種の生物が絶滅していると推定されています。これまでの大量絶滅と違うのは、地球温暖化や急激な開発といった、人間が引き起こす絶滅です。大規模な自然改変で生態系がバランスを失うと、簡単には元に戻りません。 ロータリーの国際奉仕というと、ＷＣＳのように開発途上国の子供達のために学校を建設したり、文具や衣類を送ったり、あるいは学生の交換をするといった人的な活動をしております。もちろん大事なことですが、名古屋で開催される「ＣＯＰ10」を機会に自然保護という視点からも国際奉仕を考え、行動することも、今後求められるのではないかと思います。 話は変わりますが、津島ＲＣが推薦クラブとして、第2760地区初のロータリー財団「世界平和フェロー」が決定いたしました。30代半ばの津島市出身女性で、大学卒業後、世界各国で教育関係の仕事に携わってきた人です。将来、彼女が第 2760 地区の「国連難民高等弁務官・緒方貞子」のように活躍するよう、今後もしっかり応援していきたいと思っております。 いずれにしましても、海外旅行の折には少しだけ時間をとって、一人のロータリアンとして、ぜひ現地のロータリークラブでメークアップしてください。どこへ行っても歓迎されますし、友好の輪が広がり、何か発見があるかもしれません。これこそ草の根の平和運動であり、なんといってもロータリー活動が楽しめ、会員で良かったと感じられると思います。 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2796 回回回回    ’’’’10 年年年年 8 月月月月 6 日（金）日（金）日（金）日（金）    卓話担当：後藤務卓話担当：後藤務卓話担当：後藤務卓話担当：後藤務君君君君    講講講講        師：愛西市社会福祉協議会係長師：愛西市社会福祉協議会係長師：愛西市社会福祉協議会係長師：愛西市社会福祉協議会係長                            石田石田石田石田泰弘氏泰弘氏泰弘氏泰弘氏    演演演演        題：「題：「題：「題：「海部地区のアメリカ移民海部地区のアメリカ移民海部地区のアメリカ移民海部地区のアメリカ移民」」」」    お知らせお知らせお知らせお知らせ 

7 月月月月 30 日日日日((((金金金金))))    海部歴史研究会担当者会議海部歴史研究会担当者会議海部歴史研究会担当者会議海部歴史研究会担当者会議 

7 月月月月 30 日日日日((((金金金金))))    職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    各委員会の活動予定も掲載しますのでご利用ください。 

クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会    高木輝和ガバナー補佐、岡部務地区副幹事、加藤則之分区幹事、三谷栄一分区副幹事を囲んで真剣に協議しました。     第第第第 1111 回西尾張分区運営委員会回西尾張分区運営委員会回西尾張分区運営委員会回西尾張分区運営委員会    7 月 24 日（土）の第 1回西尾張分区運営委員会には、分区８ＲＣの会長･幹事、パストガバナー補佐の皆さんをお招きして、15：30 よりツシマウール会館で委員会、17:30 より朝日寿しで懇親会を開催。19:00 過ぎより尾張津島天王祭の観光桟敷で天王祭を観覧していただきました。                                                                           

8888 月の例会月の例会月の例会月の例会変更変更変更変更    クラブ名 例会日 曜日 サイン受付 あま RC 8/2 月 名鉄グランドホテル 名古屋名駅 RC 8/4 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 名古屋東南 RC 8/4 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 名古屋大須 RC 8/5 木 名古屋東急ホテル 名古屋東 RC 8/9 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ あま RC 8/9 月 名鉄グランドホテル 尾張中央 8/11 水 名鉄グランドホテル 名古屋大須 RC 8/26 木 名古屋東急ホテル 名古屋昭和 RC 8/30 月 名古屋東急ホテル 名古屋城北 RC 8/31 火 名古屋栄東急イン 名古屋清須 RC 8/31 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F                                 「「「「土俵画譜」土俵画譜」土俵画譜」土俵画譜」 野球賭博問題で危ぶまれた大相撲名古屋場所は、横綱白鵬関の史上初 3 場所連続全勝優勝（初場所からは 47連勝）で幕を閉じました。日本相撲協会は、ＮＨＫの生中継中止、天皇賜杯等外部の表彰をすべて辞退。「全力士が目標にしている賜杯がなくなるのは寂しい」と、白鵬は思わず涙ぐんでいました。     画・文画・文画・文画・文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三     予定をわかりやすくするために 掲示板コーナーを大きくしました。     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会 

懇親会 

↑↑↑↑米山奨学生の喩昊君と服部貴カウンセラー。 

 よろしく! 天王祭 ←←←←ごごごご希望の方をお誘いして津島神社へ。 

8888 月の例会メニュー月の例会メニュー月の例会メニュー月の例会メニュー    8 月  6 日(金) 豚カツ定食 8 月 20 日(金) 煮魚定食 8 月 23 日(月)  (ガバナー公式訪問のため 名鉄グランドホテル食) 


