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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    ((((2011 年年年年 9 月月月月 9 日日日日))))    第第第第 2845 回回回回    ≪≪≪≪職業奉仕月間職業奉仕月間職業奉仕月間職業奉仕月間≫≫≫≫    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長        山本達彦君山本達彦君山本達彦君山本達彦君    講講講講        師師師師：：：：地区職業奉仕委員地区職業奉仕委員地区職業奉仕委員地区職業奉仕委員    場場場場々々々々大刀男氏大刀男氏大刀男氏大刀男氏        先回先回先回先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 2844 回回回回 ’’’’11 年年年年 9 月月月月 2 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪新世代新世代新世代新世代のためののためののためののための月間月間月間月間≫≫≫≫    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：新世代委員長新世代委員長新世代委員長新世代委員長    横井知代君横井知代君横井知代君横井知代君    講講講講        師師師師：：：：津島市立蛭間小学校校長津島市立蛭間小学校校長津島市立蛭間小学校校長津島市立蛭間小学校校長    浅井厚視氏浅井厚視氏浅井厚視氏浅井厚視氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「青少年育成事業青少年育成事業青少年育成事業青少年育成事業～～～～どきどきどきどき☆☆☆☆土器土器土器土器☆☆☆☆    弥生学習弥生学習弥生学習弥生学習～～～～結果報告結果報告結果報告結果報告」」」」    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        「四つのテスト」   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  野々山勝也君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   73 名  8 月 5 日例会分訂正 出出出出席免除会員席免除会員席免除会員席免除会員   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   55 名  MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     8 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  75.34%   訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率   100% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 寺田晏章君、八谷潤一君（第 2 回西尾張分区会長幹事会）、鈴木吉男君（第 2 回地区ＷＣＳ委員会）、加藤則之君（第 2 回地区会員増強セミナー）、寺田晏章君、鈴木吉男君、八谷潤一君、児玉昭君、稲垣宏高君、山本達彦君、篠田知生君、伊藤基君、宅見康悦君、堀田力男君、加藤則之君、山田清三君、大河内勝彦君（第 3 回役員理事委員長会議）、伊藤基君、小畑英雄君、滝川林一君、山田清三君、山本一之君、八谷潤一君（ニコボックス委員会）     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    寺田晏章会長寺田晏章会長寺田晏章会長寺田晏章会長    大型の台風が近づいています。皆さん気を付けましょう。  昨日久し振りにアメリカから友人が来ましたので、食事をしながらアメリカから見た最近の日本についての話を伺う機会がありました。彼はウォール街にも大変精通しておりま

して、金融筋や財界、マスコミ等は、日本の政府や企業は危機感が足りないのではないか、災害復興のテンポや円高対策の対応も大変もの足りない、為替の投機マネーが 800 兆円といわれているのに、2 回で 2 兆円ばかりの介入ではほとんど効力がない、このままでは産業の空洞化はますます進み、失業率も高くなり、ダウンスパイラルに向かうのではないかと見ている人が多いそうです。 新しい政権がどのように対処するのか関心があるようです。日本の年間休日はアメリカより 5 日多いし、アメリカの最高学府といわれるハーバード大学に、日本人学生はほとんどいない、韓国大学生、中国大学生はたくさんいる。日本のゆとり教育の欠陥が、こんなところにも出ているのではないかと言っていました。 来年の 11月に、アメリカは大統領選挙があります。来年の 8 月頃までに資金の放出、いわゆる金融暖和策と金利の上げ対策に出てくるだろう。 今アメリカ企業は、リーマン以後借金を減らすようになり、金利が上がっても影響は大きくない。そうなるとドル高円安の方向に向かうだろう。やっぱりアメリカ国債の格下げは、大きな問題ととらえているそうです。都市部では失業率は高いものの、大豆、小麦、トウモロコシ等の相場は過去最高の高値で、農家はホクホクで、地方の消費は大変旺盛で、今アメリカの消費は地方がリードしている状況だそうです。 ただしアメリカが今、日本を見習っているのは日本のサービスの仕方で、特に自動車のディーラーなどは、従来では考えられなかった代車サービスと定期点検です。車検制度のないアメリカでは、車は乗りっぱなし、動かなくなってから修理する。日本車のディーラーがアメリカで急速に伸びたのも、このような理由が大きかったようです。韓国車のディーラーがいち早くまねて、成績を上げているそうです。高級デパートの対面販売もだんだん浸透しているそうです。円高の今のうちに韓国、中国ばかりではなく、日本に一番影響力のあるアメリカに行って、見学して来るのもいかがでしょうか。 
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    幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告    八谷潤一幹事八谷潤一幹事八谷潤一幹事八谷潤一幹事    1. 9 月 3 日の地区新世代委員長会議に、寺田会長と横井知代委員長に出席していただきます。 2. 9 月 7 日の地区ロータリー未来委員会に、地区識字率向上委員会、鈴木吉男委員長に出席していただきます。 3. 本日、『ロータリーの友』と『ガバナー月信』各 9月号をお配りいたしました。 4. 本日例会終了後、第 4 回理事会を開催いたします。会場はこの例会場です。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 2844284428442844 回分回分回分回分    小畑英雄小畑英雄小畑英雄小畑英雄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    寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 青少年育成事業で、浅井厚視先生に大変お世話になりました。本日の卓話もよろしくお願い致します。 横井知代君 本日卓話を担当します。 服部昭三君、水野憲雄君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、浅井彦治君、日比一昭君 蛭間小学校の浅井厚視校長先生をお迎えして。 清水裕之君 浅井厚視先生に孫が 3 人お世話になっています。 浅井賢次君 ①9 月 1 日から、再び朝のウォーキングを始めました。体力作りに励みます。②浅井厚視学校長を再びお迎えすることができました。ご苦労様ですが、よろしくお願いします。③納涼親睦会伊勢えび、あわび等とっても美味しく楽しかったです。写真がウィークリーにのりました。 宇佐美三郎君 納涼親睦会が無事終わりました。ありがとうございました。 伊藤祥文君 台風 12号の影響、被害が小さく済むように。 浅井彦治君 新聞に名前が載りました。 八谷潤一君 松崎先生にお世話になりました。 服部昭三君 いつも事務局の庄司さんと佐藤さんにお世話になります。 野々山勝也君 お花代です！ 滝川林一君、寺島淳一君、幅辰雄君、加藤泰一郎君、児玉昭君、三谷栄一君、山田勝弘君、伊藤幸蔵君、山本一之君、横井知代君、佐藤栄一君、山田清三君、高木輝和君 ウィークリーに写真が載りました。 佐藤栄一君、稲垣宏高君、八木秀雄君、高木輝和君 その他。    

    卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：新世代委員長新世代委員長新世代委員長新世代委員長    横井知代君横井知代君横井知代君横井知代君    講講講講        師師師師：：：：津島市立蛭間小学校校長津島市立蛭間小学校校長津島市立蛭間小学校校長津島市立蛭間小学校校長浅井厚視氏浅井厚視氏浅井厚視氏浅井厚視氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「青少年育成事業青少年育成事業青少年育成事業青少年育成事業～～～～どきどきどきどき☆☆☆☆土器土器土器土器☆☆☆☆    弥生学習弥生学習弥生学習弥生学習～～～～結果報告結果報告結果報告結果報告」」」」             8 月 28 日（日）に実施した天王文化塾と津島ロータリークラブ共催の「第 11回天王子ども塾」のプログラムと子ども達の様子をご報告いたします。  ◆開校式           9：35－ 9：45  ◆弥生時代について学ぼう   9：45－10：30  パソコン（パワーポイント）を使って、弥生時代の暮らしなどを勉強しました。        竪穴住居の様子   田で米作りが始まる            縄文→弥生→古墳 時代のとらえかた 〇いろいろな縄文土器を競争してつくった時代  （三内丸山遺跡）貯蔵用から煮沸用・貝塚・竪穴住居・農耕生活の開始・大きなムラ・取り引きの開始。 〇戦うことが「えらい」と言われた時代 （吉野ヶ里遺跡、朝日遺跡）台付甕・米作り・治水・高床式倉庫・貧富の拡大・環濠集落・戦いの時代・逆茂木・銅鐸。  〇「えらい人」は古墳や副葬品をつくった時代 （大山古墳）須恵器・埴輪・前方後方墳から前方後円墳へ。西上免・断夫山 銅鏡・勾玉・管玉・記紀神話の伝承。 

戦いの時代のはじまり 
 

環濠集落・望楼・ 高床式倉庫・柵 
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                    ◆弥生土器を作ろう      10：45－12：15  1時間半～2時間かけて、土器か銅鐸のペーパークラフトを作りました。難しいところはアシスタントの大学生に教えてもらいました。土器の名前を覚えることができ、難しかったけれどやりがいがあったと、子どもたちは感想を言っていました。       ペーパークラフト土器   夢中で作る子どもたち  ◆弥生人のイラストをかこう  13：00－14：30         ◆『津島の達人』になろう   14：45－15：30 ～信長の台所 歴史検定 ジュニア版            津島の達人の勉強～ 1.『公式テキスト』『ジュニア テキスト』   を一度読み通し、どのあたりに何が書いてあ   るかを知ってください。 2. 配付した問題を２回解いてください。 3.『津島神社』『津島観光交流センター』に   行って、施設を見学してください。  ◆閉校式           15：30－15：50 

 

                    誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（9999 月月月月））））    伊藤哲朗親睦活動委員伊藤哲朗親睦活動委員伊藤哲朗親睦活動委員伊藤哲朗親睦活動委員    遠山孝義君（ 9日）  後藤 亨君（21 日） 河西あつ子君（24日） 住田正幸君（29日） 服部 貴君（30 日）  山本一之君（30 日）                                          夫人夫人夫人夫人    篠田 廣夫人(13 日)  堀田 勝夫人(15 日) 矢田 潔夫人(15 日)  寺島淳一夫人(20 日) 加藤秀人夫人(20 日)  宅見康悦夫人(30 日)   ごごごご主人主人主人主人     相羽あつ子君（14 日）   小林 啓子君（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    伊藤 基君（17 日）  城 正憲君（26日） 加藤秀人君(29日) 

浅井厚視氏が発掘した銅鐸 

最初に津島に住んだ「弥生人」は、農業と漁業とを行う人でした。寺野遺跡（津島市寺野町）からは、漁業の道具（土錘）が出土しています。 
 

津島で発見された土器 

成果成果成果成果とととと課題課題課題課題    1．子どもたちがペーパークラフトづくりやイラストをかくことで、弥生時代の具体的なイメージをもつことができた。 2．教職をめざす大学生にとっても子どもとの活動で今後の学習の指針をつかむことができた。 3．課題としては、古墳・埴輪のキッﾄを探したい。 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2846 回回回回    ’’’’11 年年年年 9 月月月月 16 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：高木輝和君高木輝和君高木輝和君高木輝和君    講講講講        師師師師：：：：アマゾニアアマゾニアアマゾニアアマゾニア森林植林協会会長森林植林協会会長森林植林協会会長森林植林協会会長                            長坂長坂長坂長坂    優氏優氏優氏優氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「アマゾンアマゾンアマゾンアマゾンでのでのでのでの 45454545 年間年間年間年間」」」」    おおおお知知知知らせらせらせらせ    9999 月月月月 23232323 日日日日（（（（金金金金））））はははは、、、、    国民国民国民国民のののの祝日祝日祝日祝日（（（（秋分秋分秋分秋分のののの日日日日））））のためのためのためのため休会休会休会休会ですですですです。。。。    

    そのそのそのその他他他他            「あ～っ、眠い!!」 という顔の鈴木吉男 副会長。卓話講師の 紹介をしました。    山田勝弘会場委員     他他他他ＲＣＲＣＲＣＲＣ例会変更追加例会変更追加例会変更追加例会変更追加                                                                                                                                    

「「「「野田内閣発足野田内閣発足野田内閣発足野田内閣発足」」」」                     民主・国民新両党連立の野田内閣（第 95代）が、9月 2日に発足しました。野田佳彦首相は 2009年の民主党政権誕生後 3 人目の首相です。 首相は記者会見で、東日本大震災からの復旧・復興と東京電力福島第一原発事故の収束を最優先し、早期の衆院解散は行わない意向を示しました。また、復興対策と円高対策を柱とする第 3次補正予算案の編成に、野党の協力を求める姿勢を強調しました。初閣議では、与野党協力を推進して、対話の政治を実践する 9項目の“基本方針”を決めました。(参照：9月 3 日読売新聞)        野田首相は、さっそく 9月 8 日午前、就任後初めて東京電力福島第 1原発を訪問し、関係者に感謝と激励の言葉をかけました。  文文文文・・・・服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                                
  

実がついた！ みるみる大きくなって…。 他にもチビのゴーヤが2つ。 収穫して、 食べました。 津島ＲＣ事務局の南窓にゴーヤを植え、コーヒー粕を与えたら、 急に元気になって 実りました。 ＳＳＳＳ&&&&ＳＳＳＳ    

クラブ名 日 曜 サイン受付 稲沢 RC 9/28 水 林商事ビル 
 


