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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 2 月月月月 3 日日日日))))    第第第第 2863 回例会回例会回例会回例会 ≪≪≪≪世界理解月間世界理解月間世界理解月間世界理解月間≫≫≫≫    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長    伊藤幸蔵君伊藤幸蔵君伊藤幸蔵君伊藤幸蔵君    演演演演        題題題題：「：「：「：「国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕」」」」        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 2862 回回回回 ’’’’12 年年年年 1 月月月月 27 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪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？」？」？」？」    ストレッチストレッチストレッチストレッチ体操体操体操体操        伊藤哲朗君    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        「日も風も星も」   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  田中正明君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   72 名   1 月 6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     7 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   56 名   MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     3 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  77.78%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  97.14%     副会長挨拶副会長挨拶副会長挨拶副会長挨拶    鈴木鈴木鈴木鈴木吉男副会長吉男副会長吉男副会長吉男副会長        先週の地区未来委員会を、少し紹介させていただきます。 現在日本のロータリー会員は3割減の状態です。特に日本の減少は目に余るものがあります。これはロータリーのシステムがこれでいいのか考えなければいけない時期にきていると思います。地区大会の講師について、いろいろなクレームが出ています。ただ客寄せだけの選び方ではいけないのではないか、真にロータリーの理念について考える大会にしなけくてはいけないと言われています。 そして、地区、分区、クラブのあり方についても考えなければならない時期にきていると思います。ロータリーに入会してよかったと思えるような

ロータリーに変革していかないと、ロータリーの未来はありません。ロータリーとは何か、何を指向すべきかを真剣に考え、若いメンバーの活用、拡大をするにはどうするかを議論するのが未来委員会です。そしてそれを提言していきたいと思います。     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. 2月のロータリーレートは、1ドル 78円です。 2. 本日『ロータリーの友』2月号を配布致しました。 3. 2/2木曜日の地区ロータリー財団システム管理セミナーヘ篠田会長エレクト、稲垣幹事エレクト、岡本次年度ロータリー財団委員長、鈴木地区識字率向上委員長と私の 5名で出席します。その折に、津島ロータリーの新地区補助金事業（社会奉仕委員会事業）である『海部津島祭礼、芸能事典』出版のプレゼンテーションを 10 分間行なってまいります。 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 2862286228622862 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 津島でインフルエンザが大流行しています。ご注意して下さい。 宅見康悦君 本日卓話を担当します。 堀田勝君 交通安全祈願祭で伊藤祥文さんにお世話になりました。 三谷栄一君 松崎先生にお世話になりました。 服部昭三君 河西先生にお世話になりました。 矢田潔君、坂井裕君、住田由純君、山本一之君 事務局から写真をいただきました。 小林啓子君 ウィークリーに写真がのりました。 加藤秀人君 バッチ忘れました。 
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後藤務君、浅井彦治君 久しぶりに出席します。 小畑英雄君 本日 17 時からクローバーテレビの「ゆうどきミッテーネ」で名鉄構内の総合案内所サテライトから、当社の従業員も出演し、「カラス営巣発見・通報のご協力」が放映されます。ご紹介です。 伊藤祥文君、生田達一君、幅辰雄君、稲川明俊君、佐藤栄一君、浅井彦治君、佐藤敬治君、加藤秀人君、篠田知生君 その他。     卓卓卓卓    話話話話    ≪≪≪≪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？」？」？」？」    ロータリーの会員は親睦とロータリー活動を通して、人格とロータリー精神を体得し、社会から尊敬される「奉仕の理想」の実践者でなければならない。  会員はクラブの例会や諸行事に出席・参加し、委員会の役職に選任された時は率先してその責務を果たさなければならない、また奉仕活動に協力を求められた時は努めて応じなければならない、とありますが、私にはそのような能力はないので困るがね。  情報委員会の役割とは、本来対外的にロータリー活動をアピールすることであるが、近年新入会員に対し「ロータリーとは何か？」を説明することが主たる任務となっている。 1. 新入会員があれば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. 新入会員の緊張を和らげ、活動に活発に参加しやすくする。さらに退会防止に務める。 と申し上げると大変堅苦しいロータリーだと言われるかもしれませんが、堅苦しいことはこれぐらいにして、実際に私もロータリー精神など勉強したこともありません。気楽にいきましょう。  ロータリー創立の日は 1905 年 2 月 23 日、アメリカのシカゴで世界初のロータリークラブがポール・ハリスとその友人によって開かれた。日本人では福島善三郎が 1916 年に日本人初のロータリアンとして、ダラスＲＣに入会し、その客人として米山梅吉がダラスＲＣに出席した（1918 年）のが初めてである。日本においてロータリークラブの誕生第一号は東京クラブで、大正 9年 10 月、登録番号 855 である。  1924 年に日本にスペシャル・コミッショナーが

置かれ米山梅吉が就任、1928 年に初代ガバナーに就任された。その後戦争によって中断したが、戦後 1949 年(昭和 24 年）にロータリー復帰が承認され、第一陣として東京・京都・大阪・名古屋・神戸・福岡・札幌のクラブが復活となったのである。  「ロータリーの綱領」としては、 1． 奉仕の機会として知り合いを広めること 2． 事業および専門職務の道徳的水準を高め、あらゆる有用な業務は尊重され、各自が業務を通して社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめること 3． ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活、社会生活に常に奉仕の理想を適用すること 4． 奉仕の理想に結ばれた事業と専門職務に携わる人の世界的親交よって、国際間の理解と親善と平和を推進すること あなたがロータリーに入会され、どのような風を吹き込んでくださるでしょうか。新しいあなたの風になって、多くのロータリアンの活動に楽しみを与えてください。 津島クラブの創立やいろいろな過去の出来事は、これから皆さんが勉強してください。自分で知ることが一番良いことでしょう。前年度の会長さんもここにおみえですが、2010～11 年度の会長住田正幸さんの津島ＲＣスローガンとして“ロータリー・それは、出会い・絆”ということで、 1． 会員相互のよりいっそうの親睦を深める……絆 2． 魅力あるクラブライフ（例会、活動）の充実 3． 会員の拡大（増強）……出会い 4． 地域社会への貢献 5． 地区、分区、クラブ相互の円滑な運営 6． 国際貢献 と提言されました。 今年度の寺田会長は国際ロータリーのテーマ「心の中を見つめよう 博愛を広げるために」と、ガバナー方針「会員増強とクラブの活性化」の下に、我が津島ロータリークラブは親睦を深め、クラブ内の活力を取り戻し、会員が元気な魅力あるクラブライフをエンジョイできるよう活動を進めたい、と言っておられます。  また、次年度の篠田会長の時には津島クラブも創立 60周年記念大会がありますので、各委員会の担当者になられる方々と新入会員の皆様方には、よき見本となるかもしれませんが、次の映像を見て参考に勉強してください。ＤＶＤは、創立55 周年に制作した平成 14 年 5月 25 日の創立 50 周年（会長：矢田潔さん）から、平成 19 年 6月 1 日の創立 55 周年(会長：八木秀雄さん、実行委員長：高木輝和さん）の5年間の歩みです。 
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そのそのそのその他他他他                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：：：：2012201220122012 年年年年 1111 月月月月 19191919 日日日日    バネルジーバネルジーバネルジーバネルジー会長会長会長会長がががが    クラブクラブクラブクラブ強化強化強化強化のののの方法方法方法方法をををを語語語語るるるる      カルヤン・バネルジーRI会長は、2012 年国際協議会の第 2回本会議にて、次年度の地区ガバナーとしてクラブを強化する最良の方法は、「他人の手本となること」、そして「対等な人々を導くこと」であると述べ、クラブに対する支援に力を入れることの重要性について話しました。  「ロータリーを愛し、ロータリーを通じて実現できることの素晴らしさを感じ、もっと多くを成し遂げていきたいと感じているからこそ、（皆さんは）ここに集まっています」と話すバネルジー会長は、命令を下すのではなく、支援を提供することがリーダーとしてのあるべき姿だと説明します。  「優れたリーダーシップの基準とは何でしょうか」と問いかけ、「それは地区内のロータリアンが、“もし自分がガバナーになるなら、彼（彼女）のようなガバナーになりたい”と思うようなガバナー」であると述べました。  また、「信頼」も等しく重要であることを指摘しました。  「優れたリーダーとは、信頼できる人です。すべての質問に答えられるとは限りませんが、質問への答えを探す手伝いをしてくれます。また、人の話に耳を傾け、相談者の懸念を避けたりせず、真剣に時間を割いてくれます」  さらに、クラブ強化のために、「楽しみ」と「仕事」のバランスが大切であると説明しました。  「もちろん、楽しみは必要ですし、それはロータリーの一部でもあります。しかし、楽しみは 2番目で、一番大切なのは仕事です。私たちは皆、ロータリーを楽しんでいますが、最も重要なこと、

つまり、私たちがここにいる理由は、仕事であり、奉仕であり、私たちの活動が世界に与える影響でなければなりません」  バネルジー会長は、話の締めくくりとして、任期を超えた長期的な観点の重要性を強調し、1 年間で何ができたかではなく、「1年間で地区をどれだけ良くできたか」ということが重要なのだと力説しました。  「本当に成功したいなら、自分自身そして自分の任期を超えて、長期的な観点から、地域社会とロータリーという組織のために、何が必要とされているかを考えなければなりません」 
 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：：：：2012201220122012 年年年年 1111 月月月月 25252525 日日日日     事務総長事務総長事務総長事務総長がががが    5555 つのつのつのつの優先項目優先項目優先項目優先項目についてについてについてについて語語語語るるるる      国際ロータリーのジョン・ヒューコ事務総長が国際協議会で講演し、事務局職員によるクラブと、地区への支援をさらに効果的・効率的にするための重要な取り組みについて語りました。「ロータリーは輝かしい歴史を誇る団体ですが、最盛期はまだこれからです」と述べたヒューコ氏は、組織をさらに強くするための 5つの優先項目を紹介した上で、「これらの 5 つの優先項目に力を注げば、傑出したこの団体をさらに強化し、個々のクラブやロータリアンにいたる組織の隅々まで、好ましい変化をもたらすことができるでしょう」と述べました。   ポリオの撲滅  ヒューコ氏が最初に提示した優先項目は、1985年以来、ロータリーが率先して取り組んできたポリオ撲滅です。撲滅によって、世界の何十万人という子供を守ることができるだけでなく、撲滅後20 年間に 400～500 億米ドルの医療費が節約できることについても触れました。また、ポリオ撲滅におけるロータリーの役割を伝えるための大々的な広報キャンペーンが進行中であることも紹介し、「ポリオ撲滅が実現すれば、ロータリーはこの成功を土台に次なる世界的取り組みにあたることができる」と述べました。    未来の夢  2 つ目の優先項目は、RI 戦略計画の実施と未来の夢計画の全世界導入です。特に、ロータリー財団の新しい補助金モデルを採用した未来の夢計画は、ポリオ撲滅に次いで 2 番目に重要な取り組み

カルヤン・バネルジーRI会長 ジョン・ヒューコ事務総長 

 国府宮神社はだか祭に奉納する餅つき(29 日)の準備に追われてます。 佐藤敬治直前副会長 児玉昭 S.A.A.と、 卓話担当の宅見康悦君↑ 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2864 回回回回    ’’’’    12 年年年年 2 月月月月 10 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：清水裕之君清水裕之君清水裕之君清水裕之君    講講講講 師師師師：ＣＢＣ：ＣＢＣ：ＣＢＣ：ＣＢＣ高山開発元常務高山開発元常務高山開発元常務高山開発元常務                        佐藤英夫氏佐藤英夫氏佐藤英夫氏佐藤英夫氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「最近気最近気最近気最近気がついたことがついたことがついたことがついたこと」」」」    

であり、地区のリーダーからの全面的な支援が不可欠であると述べました。  「未来の夢計画の実施が成功すれば、よく練られ、持続可能性と測定可能性に優れた、6つの重点分野に沿ったプログラムとプロジェクトが生まれるようになります。その結果、ロータリーの知名度、評判、公共イメージが高まり、ロータリーは、ほかの団体にとって、より魅力あるパートナーとなるでしょう。“未来の夢”は、クラブと地区に目に見える多大な恩恵をもたらすものです」   ロータリー・クラブ・セントラル  3 つ目は、「ロータリー・クラブ・セントラル」と呼ばれる新しいツールの開発です。 このオンライン・ツールで、毎年世界各地で行われている何千という奉仕プロジェクトの価値をロータリーが具体的に把握できると同時に、クラブは、過去の活動記録、戦略計画や活動目標の進捗の確認、設定した目標の報告を行うことができ、クラブ、地区、ゾーンで行われている活動の影響を総合して把握できるようになります。   「ポリオ撲滅資金を除けば、ロータリー財団が扱う資金の総額は、毎年約 1 億ドルであることが分かっています。しかし、募金の総額、現金寄付、世界中の奉仕プロジェクトに費やされる労力を合計したら、一体どのくらいの価値になるのかは、今のところまったく不明です。（中略）信頼の置ける数値でその功績を示すことができれば、ロータリーの評判が高まり、会員基盤が成長し、さらに戦略パートナーとしてのロータリーの魅力も増すことになるでしょう」   会員増強  4 つ目は会員増強です。「若い人々が魅力と重要性を感じるような団体になること」も会員増強策の一つであると述べたヒューコ氏は、各地域特有のニーズや課題に対応する会員増強 3 年計画の立案をRI理事会が承認したことについても言及しました。 この優先項目を達成するには、ウェブサイトを機能性が高く使いやすいものに改良し、ソーシャルメディアの活用を増やし、Eクラブの発展を促し、出席要件の柔軟性をクラブに与える必要があると、ヒューコ氏は話します。  また、ロータリーのブランド、会員組織、一番の強み、競合性、運営哲学をグローバルな新しい観点で見つめ直すために、理事会が国際的なブランディング会社と協力していることも紹介しました。「このプロセスは、単なるブランド再生にとどまらず、究極的には、ロータリーの再生につながるものです。（ブランド再生によって）ロータリーの功績が驚くべきものであることを、世界の人々に分かっていただけるでしょう」    

人道的支援  5 つ目は、ロータリーを人道的支援と開発分野における世界有数の団体の一つとして、しっかりと位置づけることです。「熱心で、積極性と意欲にあふれ、世界各地のビジネスや職業を代表する 120 万人の会員から成るロータリーこそ、ほかに類のない民間組織であることは間違いありません」とヒューコ氏。  「ロータリーの炎がますます熱く燃え続けるよう、全身全霊をもって努力する覚悟です。家族や友人、地域社会や世界の国々、そして来るべき世代のために、皆さまとともに、より良い世界を目指していきたいと思います」  
 「「「「大須観音大須観音大須観音大須観音のののの豆豆豆豆まきまきまきまき」」」」    大須観音では本堂前に桟敷を設置して「福は内、福は内」の声と共に、七難即滅・七福即生を祈念しながら豆まきを行います。また大須観音では「鬼は外」は禁句です。これは寺宝の鬼面に由来しているからだそうです。  豆まきと並行して、宝船に乗った福の神・七福神が、栄から行列してきます。大須観音に到着し、桟敷での「鬼追いの儀式」で、クライマックスになります。         画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                  


