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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    ((((2012 年年年年 1 月月月月 20 日日日日))))    第第第第 2861 回例会回例会回例会回例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小林啓子君小林啓子君小林啓子君小林啓子君    講講講講        師師師師：：：：((((財財財財))))エイエイエイエイ・・・・エフエフエフエフ・・・・エスエスエスエス日本協会日本協会日本協会日本協会                        東海支部東海支部東海支部東海支部    服部美恵子氏服部美恵子氏服部美恵子氏服部美恵子氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「息子息子息子息子のののの遺遺遺遺したものしたものしたものしたもの」」」」        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 2860 回回回回 ’’’’12 年年年年 1 月月月月 13 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪クラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリー≫≫≫≫ 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  伊藤哲朗君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   72 名   12 月 9 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   19 名    欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    15 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   60 名   MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員    11 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  83.33%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  98.55% 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、日比一昭君、堀田力男君、伊藤基君、加藤則之君、加藤隆朗君、児玉昭君、坂井裕君、篠田廣君、宅見康悦君、山田清三君（役員理事委員長会議）、寺田晏章君、八谷潤一君（西尾張分区会長幹事会）     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    寺田晏章寺田晏章寺田晏章寺田晏章会長会長会長会長    久しぶりの例会場での例会です。皆様多数の出席ありがとうございます。後半の 6か月よろしく御協力お願い致します。  本日はクラブアッセンブリーです。各委員長の皆様にはこの半年間の活動実績と残り半年間の活動計画を発表していただきます。よろしくお願い致します。  ガバナー事務所からの連絡ですが ① 2014～2015 年度のガバナー候補が、名古屋瑞穂ロータリークラブの近藤雄亮（ゆうすけ）氏に決まりました。 ② ロータリーカードの普及促進の依頼がきてお

ります。一般的なカードと全く同じですが、利用手数料がロータリーに入り、それが東日本大震災の義援金となります。津島ロータリークラブの担当委員に滝川林一君になっていただきました。皆様一人でも多く登録してください。無料です。くわしくは今月の「ロータリーの友」横書きの 31 頁に載っています。 ③ 「第 2760 地区フォト俳句展」が名古屋の栄町で開催されます。俳句や写真が趣味の方は是非応募して下さい。詳しくは事務局に資料があります。 数年前、当クラブが世話クラブになった尤銘煌さんが山形大学准教授として、3 月初旬に愛知・三重の学術視察のために来られるそうです。時間の調整ができれば当クラブにも顔を出すかもしれません。尤さんのカウンセラーの三谷栄一君に窓口になっていただきます。 約半年間病気療養されていました稲川明俊君が全快いたしまして、本日より元気に出席戴いております。おめでとうございます。     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. 本日は、クラブアッセンブリーです。委員長の皆様よろしくお願い致します。 2. 例会終了後、理事会を行います。役員・理事・委員長の皆様重ねてお願いいたします。 3. 下期会費請求書をお配り致しました。封筒に山本一之君の名簿用シールを添付してありますので、会員手帳に貼っていただきますようお願いいたします。 4. 1/16のＪＣ賀詞交歓会に寺田会長に出席いただきます。 5. 1/18の地区ＷＣＳ委員会に地区識字率向上委員長鈴木吉男君が出席致します。 6. 津島警察署から感謝状をいただきました。 
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7. 滬尾ＲＣと、06～07 年度のＲ財団奨学生酒井敦世さんからクリスマスカードと年賀状が届いております。 8. 本日、『ガバナー月信』と『ロータリーの友』の 1月号をお配りしました。 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 2860286028602860 回分回分回分回分    滝川林一滝川林一滝川林一滝川林一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 ひと月ぶりのホーム例会です。本年もよろしくお願い致します。 服部昭三君 あけましておめでとうございます。会報に龍の絵を載せていただきました。 余郷利彦君 津島警察から感謝状を頂きました。 伊藤幸蔵君 年末ＲＣのゴルフ会で優勝しました。 浅井賢次君 松崎先生にお世話に成りまして。 坂井裕君 正月早々松崎先生にお世話になりました。 矢田潔君 会長に写真を頂きました。 佐藤栄一君 賀状の寺の名をまちがえました。正しくは「建仁寺」です。 宅見康悦君、浅井彦治君、二谷栄一君、岡本康義君、伊藤幸蔵君、山田勝弘君、山本達彦君、片岡鉄君 初例会後の二次会のおつりです。 相羽あつ子君、浅井賢次君、古川弘一君、幅辰雄君、服部貴君、堀田勝君、堀田力男君、生田達一君、伊藤幸蔵君、伊藤誠君、伊藤雅昭君、伊藤基君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、梶浦興蔵君、片岡鉄君、加藤秀人君、加藤隆朗君、河西あつ子君、小林啓子君、児玉昭君、三谷栄一君、水野憲雄君、野々山勝也君、岡本康義君、坂井裕君、佐藤敬治君、篠田廣君、住田正幸君、高木輝和君、滝川林一君、宅見康悦君、寺島淳一君、矢田潔君、山田勝弘君、山田清三君、余郷利彦君、山本一之君 ウィークリーに写真がのりまして。 城正憲君、稲川明俊君 その他。     ≪≪≪≪クラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリー≫≫≫≫ 浅井賢次社会奉仕副委員長浅井賢次社会奉仕副委員長浅井賢次社会奉仕副委員長浅井賢次社会奉仕副委員長     本年度、社会奉仕委員会の委員長を拝命いたしました日比でございます。  本日はどうしても都合が悪いため、副委員長の浅井賢次さんに発表をお願いいたしましたことを、お許しください。  上半期の事業としては、 1， 津島市及び愛西市の図書館に図書や資料を寄贈しました。 

2， 彩雲館でのペットボトルのキャップ収集活動を 8月と 11 月に実施いたしました。この活動により、現在までに累計 180 万個のキャップを収集し、ＣＯ₂14,306㎏の削減ができました。またポリオワクチンは、2,270 人分購入できたとの報告をいただいております。関係者の皆さまに改めて感謝申し上げます。 3， 新規事業としては、11月 13 日に開催されました津島市「健康・福祉まつり」に「いきいき健康教室」を開催しました。引き続き「健康」をキーワードに広く社会に、ロータリーの存在を発信してまいります。 下期の事業としては、 1， ロータリー財団新地区補助金事業では、文化財の継承として、くつわ踊りの復活のため津島秋祭りに出演しましたが、文化芸能や文化財を事典に記録し寄贈。4月に事典の出版記念講演会を開催する。 2， 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。 3， 「５３０運動」に参加する。 等、今後とも会員の皆様のご協力を得て、事業展開をしてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。     横井知代新世代委員長横井知代新世代委員長横井知代新世代委員長横井知代新世代委員長     8 月に「第 11回天王こども塾 ～どき☆土器☆弥生学習」を開催しました。  下期には、2～3 月にかけて、つしま幼稚園と天王幼稚園の園児が地域の介護老人施設の六寿苑、三善会、宏徳会を訪問する予定です。                                  山本達彦職業奉仕委員長山本達彦職業奉仕委員長山本達彦職業奉仕委員長山本達彦職業奉仕委員長    伊藤幸蔵国際奉仕委員長伊藤幸蔵国際奉仕委員長伊藤幸蔵国際奉仕委員長伊藤幸蔵国際奉仕委員長        加藤隆朗加藤隆朗加藤隆朗加藤隆朗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    一般寄付目標額会員1人＄120を目指します。ポール・ハリス・フェローの獲得目標は 2名ですが、残念ながら現在 0名です。11 月のロータリー財団月間には、地区ロータリー財団よ
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り松尾憲二郎補助金委員長に「未来の夢計画について」の講演をしていただきました。新地区補助金事業は地区財団より補助金の交付を受け、社会奉仕委員会で「文化財の伝達と文化財の継承」の事業を行なっていただいています。  篠田知生米山奨学委員長篠田知生米山奨学委員長篠田知生米山奨学委員長篠田知生米山奨学委員長    １）今年度は功労者 2 名の 20万円、毎年度 3万円の準功労者 4 名の 12万円、普通寄付金の会員1名5,000円で 365,000円、ガバナー訪問記念として 100,000 円の合計 785,000 円を寄付いたしました。しかし最近寄付金の低迷により 800名の奨学生を維持することが困難となっていますので、下期にも是非寄付をお願いしたい。 ２）平成 23 年 10 月 21 日には、地区米山奨学委員の水野憲司君と米山学友の王克光君を招いて「私から見た日中関係」という題で卓話をしていただきました。 ３）今年度の奨学生の受け入れはありませんでした。                                 伊藤基伊藤基伊藤基伊藤基クラブクラブクラブクラブ奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長    大河内勝彦親睦活動大河内勝彦親睦活動大河内勝彦親睦活動大河内勝彦親睦活動        副委員長副委員長副委員長副委員長                                宅見康悦宅見康悦宅見康悦宅見康悦ロータリーロータリーロータリーロータリー    情報委員長情報委員長情報委員長情報委員長                                堀田力男会場委員長堀田力男会場委員長堀田力男会場委員長堀田力男会場委員長                             加藤則之会員増強委員長加藤則之会員増強委員長加藤則之会員増強委員長加藤則之会員増強委員長    坂井裕坂井裕坂井裕坂井裕クラブクラブクラブクラブ広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長    

                                児玉児玉児玉児玉昭昭昭昭ＳＳＳＳ....ＡＡＡＡ....ＡＡＡＡ....                山田清三山田清三山田清三山田清三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長委員長委員長委員長    
 誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（1 月月月月）））） 加藤秀人親睦活動委員加藤秀人親睦活動委員加藤秀人親睦活動委員加藤秀人親睦活動委員    小畑  英雄君（ 3日） 梶浦  興蔵君（ 5日） 山本  達彦君（ 6日）     稲川  明俊君（ 8日） 片岡  鉄君（ 9日）  清水  裕之君（10日） 中野  義光君（12日） 宇佐美三郎君（29日） 夫夫夫夫        人人人人    田中正明夫人（ 4日）   滝川林一夫人（ 6日） 城正 憲夫人（10日）   八木秀雄夫人（10日） 山田清三夫人（14日）   古川弘一夫人（16日） 寺田晏章夫人（20日）   加藤隆朗夫人（28日） 篠田知生夫人（28日）   山本達彦夫人（28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    清水 裕之君（11日）  大河内勝彦君（17日）    坂井  裕君（26日）  岡本 康義君（26日）           国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー・・・・ニュースニュースニュースニュース（（（（１１１１月月月月 16161616 日日日日））））        2012201220122012～～～～13131313 年度年度年度年度 RIRIRIRI テーマテーマテーマテーマ    「「「「奉仕奉仕奉仕奉仕をををを通通通通じてじてじてじて平和平和平和平和をををを」」」」    ““““PeacePeacePeacePeace    through Servicethrough Servicethrough Servicethrough Service””””         1 月 16 日午前 9 時、2012 年国際協議会の開会本会議が始まりました。加盟国の国旗の入場、現・次期国際ロータリー理事会メンバーの紹介、歴代 RI 会長の紹介に続き、田中作次 2012～13 年度 RI会長と京子夫人が紹介され、田中 RI会長が2012～13 年度 RI テーマを発表、そしてなぜ自分がこのテーマに決めたかについて講演し、「奉仕を通じて平和を」築いていくよう、ロータリーの次期地区ガバナーに呼びかけました。 

クラブ奉仕 親睦活動 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2862 回回回回    ’’’’ 12 12 12 12年年年年 1111月月月月 27272727日日日日（（（（金金金金））））    ≪≪≪≪ロータリーロータリーロータリーロータリー理解推進月間理解推進月間理解推進月間理解推進月間≫≫≫≫    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員長情報委員長情報委員長情報委員長    宅見康悦君宅見康悦君宅見康悦君宅見康悦君    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情報委員長情報委員長情報委員長情報委員長としてとしてとしてとして                        皆様皆様皆様皆様とととと共共共共にににに再度勉強再度勉強再度勉強再度勉強しようぜしようぜしようぜしようぜ、、、、ロータリーロータリーロータリーロータリーはははは何何何何ぞやをぞやをぞやをぞやを？」？」？」？」    

「平和をどのように定義するにせよ、平和がロータリーにとって究極の、そして実現可能な目標であることをご理解ください。平和は、協定や、政府や、大胆な闘争だけで達成するものではなく、日常の簡単な方法の積み重ねによって成し遂げるものであります」 「平和」が何を意味しているかは、人によって違う、と会長エレクトは語ります。「どの定義が正しいとか、間違っているとかということではなく、自分にとって平和が意味すること、それがまさに平和なのです。どのような意味でこの言葉を使うにしても、ロータリーでそれを実現することができます」   ビジネスで活躍し、埼玉県に在住する田中会長エレクトは、ロータリアンとなったことで世界観が広がった自らの経験について語りました。1975年に八潮ロータリークラブに入会後、収入や売上げを増やすことよりも、ほかの人の役に立つことが人生で最も大切だと思うようになったと話します。「どんな些細なことでも、人を助けることがいずれは平和につながることに気づきました」  また、「個人のニーズより、社会のニーズを重視するのは、日本の文化と切り離せない伝統的な価値観」と語る田中会長エレクトは、この価値観が 3月の東日本大震災後の復興努力にも見受けられる点に触れました。「これは、日本以外の国々にとっても、良い教訓であると感じております。他者のニーズが、自分自身のニーズよりも大切だと思え、社会全体のための共通の目標に向かって力を合わせることができるようになれば、世界に対する見方、関わり方、価値観など、すべてが変わるようになります。そして何よりも、平和というものに対する考え方が変わります」 田中会長エレクトはまた、RI 戦略計画の 3つの優先項目への支援、ならびに広島、ベルリン、ホノルルで開催される 3回のロータリー平和フォーラムの推進にも協力するよう、ロータリーの次期リーダーに呼びかけました。「ロータリーのビジネスは、利益の追求ではなく、平和の追求です。ですから私たちにとって、報酬はお金を手に入れることではなく、自分の努力によってより良い、より平和な世界が実現するのを見届けることにあります」  ※田中作次 RI会長エレクトの講演全文は下記よりお読みいただけます。
http://www.rotary.org/RIdocuments/ja_pdf/ia1
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    「「「「野田改造内閣発足野田改造内閣発足野田改造内閣発足野田改造内閣発足」」」」                    1 月 13 日午後、野田佳彦総理は 5閣僚を交代させて改造内閣を発足させました。昨年 12月、問責決議が可決された一川保夫前防衛相の後任に田中直紀氏、山岡賢次前国家公安委員長に代わって国家公安・消費者・拉致問題相に松原仁氏が起用されました。蓮舫・前行政刷新相、平岡秀夫・前法相、中川正春・前文科省は退任しました。岡田克也・前民主党幹事長を副総理兼一体改革・行政改革相に迎え、「逃げることのできない課題を着実に推進するため、最高かつ最強の布陣を作るための改造だ」と野田首相は記者会見で述べました。 1 月 24 日に召集される通常国会で、岡田副総理と二人三脚で「消費増税を柱とする社会保障と税一体改革」推進のための税率引き上げ関連法成立に向け、「消費増税シフト」が始動するとマスコミが報じています。              文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                


