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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 10 日日日日))))    第第第第 2864 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：：：：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」」」」        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 2863 回回回回 ’’’’12 年年年年 2 月月月月 3 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪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：：：：伊藤幸蔵伊藤幸蔵伊藤幸蔵伊藤幸蔵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    講講講講        師師師師：：：：浅井賢次君浅井賢次君浅井賢次君浅井賢次君    高木輝和君高木輝和君高木輝和君高木輝和君                        滝川林一君滝川林一君滝川林一君滝川林一君    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」」」」    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  寺島淳一君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   72 名   1 月 13 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    12 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     4 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  94.12% 超過出席超過出席超過出席超過出席 者者者者    鈴木吉男君（第 4 回地区ＷＣＳ委員会）、寺田晏章君、鈴木吉男君、前田昭生君、児玉昭君、篠田廣君、八谷潤一君、稲垣宏高君、横井知代君、山本達彦君、伊藤幸蔵君、篠田知生君、伊藤基君、堀田力男君、加藤則之君、坂井裕君、山田清三君、大河内勝彦君（第 8 回役員理事委員長会議）     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    大変寒いなか、みなさん多数出席ありがとうございます。 昨日七宝町のアートビレッジにて国府宮神社のはだか祭に奉納する大鏡餅を作る餅つき大会が開催されました。愛知県知事はじめ各界の御歴々が多数参加し、七宝町始まって以来と言われるぐらい大勢の人達が集まりました。当クラブの佐藤敬治会員も奉賛会責任者の 1

人として大活躍でした。 はだか祭もきっと大成功でたくさんの人達の厄を払い除いてくれると思います。 今日は伊藤幸蔵国際奉仕委員長の卓話ですが、一昨日の夜ブラジル、アマゾンより無事帰国したばかりですので、同行した皆様共々帰朝報告をしていただくことにいたしました。よろしくご静聴願います。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    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、『抜萃のつづり その七十一』と、『ガバナー月信』2 月号をお配り致しました。 2. 2 月の卓話担当者の日程変更があります。来週の 10 日は清水裕之君、17日は稲川明俊君、24 日は加藤秀人君に変更させていただきます。卓話担当者の皆様宜しくお願いします。 3. 米山記念奨学金の個人寄付をされた方に、確定申告の領収書をお渡し致します。 4. 例会終了後、理事会を行います。役員、理事、委員長の皆様よろしくお願い致します。     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 2863286328632863 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ニニニコボックスコボックスコボックス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 アマゾンより無事にもどられてなによりです。 伊藤幸蔵君 本日卓話を担当します。ブラジルから無事帰りました。 高木輝和君 ブラジルから無事帰りました。 浅井賢次君 ブラジル植林より無事帰りました。高木さん、伊藤幸蔵君、滝川さんと楽しく旅が出来、また大変お世話になりました。 滝川林一君 おかげさまで無事帰りました。 余郷利彦君、児玉昭君、坂井裕君、加藤則之君、
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水野憲雄君 滝川さん、伊藤さん、浅井さん、高木さん、ブラジルから無事お帰りなさい。 水野憲雄君 いつもお花をいただいて帰っています。 後藤務君 インドネシアに工場を建設します。土地は取得しました。完成は来年の初期になると思います。 宇佐美三郎君 寒さ続きます。 服部昭三君 ①河西先生にお世話になりました。②誕生日のプレゼントをいただきました。③第 13回西尾張ＲＣ美術展の作品を募集しております。会員及び家族の方ふるってご応募下さい。 大谷与志弘君 坂井委員長にご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。 根崎健一君 篠田廣先生にお世話になりました。 浅井彦治君 高木輝和さん、伊藤幸蔵さん、滝川林一さんにお世話になりました。 後藤務君 バッチ忘れました。 相羽あつ子君 雪道を慎重に運転して来たので遅刻しました。 宅見康悦君、児玉昭君、小畑英雄君 ウィークリーに写真がのりました。 生田達一君、河西あつ子君、松崎安孝君、稲川明俊君、城正憲君、幅辰雄君、篠田廣君、佐藤栄一君 その他。     卓卓卓卓    話話話話    ≪≪≪≪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：：：：伊藤幸蔵国際奉仕委員伊藤幸蔵国際奉仕委員伊藤幸蔵国際奉仕委員伊藤幸蔵国際奉仕委員長長長長    講講講講        師師師師：：：：浅井賢次君浅井賢次君浅井賢次君浅井賢次君    高木輝和君高木輝和君高木輝和君高木輝和君                        滝川林一君滝川林一君滝川林一君滝川林一君    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」」」」    今月は世界理解月間とやら、らしいわ。で、国際奉仕委員長ということで、本日の卓話の担当となりました。しかし、当クラブや 2760 地区の国際奉仕事業については、当クラブには国際奉仕の超エキスパートがおみえになるので、もし興味があって知りたい方はその鈴木吉男さんに聞いてみてください。       さて、たまたま 4 人は一昨日ブラジルより帰国したので、国際理解と地球環境保護という観点から、本日はその話をちょこっとしたいと思います。 ブラジルは最近消沈気味な日本に比べ、とっても元気。サッカーワールドカップやロンドンオリンピックの次のオリンピック開催地に決まり、また

鉄鉱石などの地下資源にも恵まれ、日本の 23倍という広大で肥沃な国土、発展著しいＢＲＩＣs の筆頭であります。 日本からは最も遠く地球の反対側に位置し、季節も昼夜も真逆で、今は、真夏。酒も食べ物も旨いし、寒がりの人にはまさに天国じゃて。昔は船で 2カ月もかかって行ったそうな。今は飛行機で約 30時間。でもちょっと遠いわな。 昨年 9 月の卓話担当が高木さんだった時のゲストスピーカー講師で、自称アマゾンの百姓こと長坂優さんによると、アマゾンは、地球の１/３の酸素を生み出し、「地球の肺」と呼ばれているそうです。そんなアマゾンでは熱帯雨林の 16％もが消滅し、再起不能になってるそうです。長坂さんは 25歳のときにそのアマゾンに入植し、裸一貫、筆舌しがたい苦労をして開墾をしました。しかしあるとき森林の乱開発、開墾への猛烈な反省から一転、地球温暖化対策、ＣＯ２削減、木を植える運動をはじめます。 そんな長坂さんのお誘いもあり「アマゾン植林ツアー」に参加し、長坂さんの広大な農園に植林してきました。日本から現在 29 のＲＣが長坂さんの趣旨に賛同して、木を植える活動に協力しているとのことでした。 また、長坂さんの農場やご自宅、経営しているレストランなどにも訪問させていただき、過日の例会では時間がなくて聞けなかった、入植当時の苦労話や面白くて楽しいお話を聞かせてもらいました。 
                                                                             

サンパウロのカスタニャールＲＣの例会に出席して、創立 50周年記念のクリスタル楯と、津島ＲＣのバナーとを交換しました。その日は新入会員の入会式があり、8 名のクラブになんと 6 名が入会したということでした。 

長坂夫妻 
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    そのそのそのその他他他他                                         誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（2222月月月月）））） 宇佐美三郎親睦活動委員長宇佐美三郎親睦活動委員長宇佐美三郎親睦活動委員長宇佐美三郎親睦活動委員長     余郷 利彦君（ 4日） 大河内勝彦君（ 5日） 服部 昭三君（11日） 佐藤 敬治君（11日） 岡本 康義君（16日） 相羽あつ子君（19日）           浅井 賢次君（25日） 夫夫夫夫        人人人人    佐藤敬治夫人（ 5日） 遠山孝義夫人（11日） 余郷利彦夫人（23日） 堀田力男夫人（25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    八木秀雄君（24日）     地区地区地区地区ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団システムシステムシステムシステム管理管理管理管理セミナーセミナーセミナーセミナー     2 月 2 日（木）、次年度のための地区ロータリー財団システム管理セミナーが開催され、各分区ごとに 1 クラブが新地区補助金事業について、事例発表しました。津島ＲＣは、あま歴史研究会と共同で進めている『海部津島祭礼・芸能事典』について、八谷幹事が発表しました。                
‥‥ ‥‥・ ‥‥‥‥ 

 

向島祭 尾張津島天王祭 ‥‥ ‥‥・ ‥‥ 

 

くつわ踊 

広大な農園でツアーの人達が植林しています 

ロータリーの森 

 わしの樹だで、 大事に植えたる 

 
アサイ．．．の実がいっぱい！ 

 
大きく なーれ！ 

 みんなで植えると、林が一つ できるかな？ 

クラブの樹も植えたったで、 皆さんいつか見に来てチョー!! 

ついでに、 こんな風景も… 

50周年記念の楯と交換してきました。 
鈴木吉男副会長 

 国際は今、識字率向上が課題です！ 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2865 回回回回    ’’’’    12 年年年年 2 月月月月 17 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：稲川明俊稲川明俊稲川明俊稲川明俊君君君君    講講講講 師師師師：：：：鈴木吉男君鈴木吉男君鈴木吉男君鈴木吉男君    演演演演        題題題題：「：「：「：「池上彰池上彰池上彰池上彰のののの宗教宗教宗教宗教がわかればがわかればがわかればがわかれば    ニュースニュースニュースニュースのののの謎謎謎謎がががが解解解解けるけるけるける」」」」    おおおお知知知知らせらせらせらせ    新世代委員会事業新世代委員会事業新世代委員会事業新世代委員会事業““““幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児のののの慰問慰問慰問慰問””””    幼稚園児が下記の日程で六寿苑、三善会、宏徳会の施設を慰問に伺います。メークアップ対象事業ですので、ご自由にご参加ください。 2222 月月月月 16161616 日日日日((((木木木木)13)13)13)13：：：：30303030～～～～    三善会三善会三善会三善会    bbbbyyyy    つしまつしまつしまつしま幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児    2222 月月月月 28282828 日日日日((((火火火火)10)10)10)10：：：：30303030～～～～    宏徳会宏徳会宏徳会宏徳会                                            bbbbyyyy    天王幼稚園児天王幼稚園児天王幼稚園児天王幼稚園児    3333 月月月月 1 1 1 1 日日日日((((木木木木)10)10)10)10：：：：30303030～～～～    六寿苑六寿苑六寿苑六寿苑                                            bbbbyyyy    天王幼稚園児天王幼稚園児天王幼稚園児天王幼稚園児    

 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（（（（7777 月月月月 13131313 日日日日））））     2222 月月月月 23232323 日日日日ははははロータリーロータリーロータリーロータリー創立記念日創立記念日創立記念日創立記念日    世界理解世界理解世界理解世界理解とととと平和平和平和平和のののの日日日日         歴史歴史歴史歴史にににに残残残残るるるる 1111 ページページページページ：「：「：「：「ロータリーロータリーロータリーロータリー年度年度年度年度」」」」のののの由来由来由来由来    ロータリー年度はなぜ7月1日に始まるのかと、疑問に感じたことはありませんか。これは、毎年開催される国際大会に、その由縁があります。  ロータリーの最初の会計年度は、第 1 回大会が終了した翌日、1910年 8月 18日に始まりました。翌年度も同様に、国際大会の日程に合わせ、8 月21 日開始となっています。  さらに翌年の 1912年 8 月、理事会が当時の国際ロータリー・クラブ連合会の会計監査を依頼した際、クラブ幹事と会計が十分な時間をもって大会に向けた財務報告を準備し、クラブ代議員の数を決定できるよう、会計年度の最終日は 6月 30日にするのがよいとの提案を会計士から受けました。 執行委員会はこれに同意し、1913年 4 月の会合で、6月 30日を会計年度最終日と定めました。この決定に伴い、クラブ会員数の報告と支払いに関する期日のほか、「ザ・ロータリアン」誌の巻番号システム（1914年 7 月の第 5巻より開始）もまた変更されました。   ロータリーはその後、1917年まで、7 月または8 月に年次大会を開催していましたが、1916年大会（米国、シンシナティ）での代議員が、夏場の暑さを考慮し、大会を 6 月に開催する決議案を採択しました。これにより、次の大会となるアトランタ大会は 6月 17～21 日に開催されました。   「ロータリー年度」という表現は、ロータリーの運営年度を示す用語として、1913年から使用されているようです。同年 7 月の「ザ・ロータリアン」誌には、「終わりに近づきつつある本ロータリー年度は、クラブが容易に集結できるよう、充実したクラブ合同会合が行われた一年でした」と記されています。 
 

 

 ロータリー誕生の地、シカゴで行われた 1910年大会に集まった米国のロータリークラブ ☛☛☛☛   
 

 

 

         

    「「「「雪雪雪雪のののの奥入瀬奥入瀬奥入瀬奥入瀬」」」」                                                             奥入瀬川は、青森県と秋田県にまたがる十和田湖から流れる渓流です。穏やかな川の流れに沿って、ハイキングコースがあり、名所の一つになっています。 冬の間、遊歩道は閉鎖されていますが、並行して通っている国道 102 号線は除雪されて通行できるので、バスの車窓から冬の奥入瀬渓流が見られます。流れは冬も凍らず穏やかに流れていますが、数々の滝は氷瀑となってきらきらと光り輝いています。川岸に白く積もる雪と氷瀑、黒く見える木々や岩が織りなすモノトーンの風景は、そのまま水墨画のようです。      画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                             


