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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 4 月月月月 20 日日日日))))    第第第第 2874 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：：：：稲垣宏高君稲垣宏高君稲垣宏高君稲垣宏高君    演演演演        題題題題：「：「：「：「台北滬尾台北滬尾台北滬尾台北滬尾 RCRCRCRC創立創立創立創立 6666周年周年周年周年    記念例会記念例会記念例会記念例会にににに参加参加参加参加してしてしてして」」」」        先先先先回回回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 2873 回回回回 ’’’’12 年年年年 4 月月月月 13 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：野野野野々々々々山勝也君山勝也君山勝也君山勝也君    講講講講        師師師師：：：：英会話英会話英会話英会話スクールスクールスクールスクール経営経営経営経営（（（（講師講師講師講師））））    
Mr. Len Daniel LovingMr. Len Daniel LovingMr. Len Daniel LovingMr. Len Daniel Loving     ((((レンレンレンレン・・・・ダニエルダニエルダニエルダニエル・・・・ラヴィラヴィラヴィラヴィングングングング氏氏氏氏))))    演演演演        題題題題：：：：““““Seeing myself Seeing myself Seeing myself Seeing myself     

tttthrough hrough hrough hrough     another another another another     cultureculturecultureculture””””    「「「「異文化異文化異文化異文化をををを通通通通してしてしてして    自分自身自分自身自分自身自分自身をををを見見見見つめるつめるつめるつめる」」」」    ストレッチストレッチストレッチストレッチ体体体体操操操操        中野義光君    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        「我らの生業」   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  山本達彦君 ゲ スゲ スゲ スゲ ス トトトト        津島市立図書館 飯谷貞次氏 津島市教育長  宇佐美清毅氏 津島市教育委員会 横井さつき氏 中日新聞津島通信局長         藤島 崇氏 ビ ジ タビ ジ タビ ジ タビ ジ タ ーーーー  あまＲＣ・加藤憲治君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   72 名     3 月 16 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   14 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   58 名    MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員   15 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   80.56%   訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  98.57% 超過出席超過出席超過出席超過出席 者者者者        宇佐美三郎君（名古屋東南ＲＣ）、鈴木吉男君（第 25回白馬ＲＣ主催スキーの集い）     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    本日の卓話は、大変ユニークな講師をお招き致しました。野々山君の卓話担当で、アメリカ生まれで現在津島在住のレンさん、加

藤則之君のお嬢様の旦那様です。よろしくお願い致します。 それから本日の例会で、津島市教育委員会、津島市立図書館、海部津島校長会に『海部津島祭礼芸能事典』の贈呈式を行います。 この事典は地区ロータリー財団の助成（新地区補助金）により発行した、1 昨年の『尾張津島人名事典』に続く第二作目です。祭礼や芸能はその地域独自のものであり、その地方で暮らす人々にとって相互交流をはかり絆を深め、郷土愛を育む大切な文化です。明るく住みよい地域づくりにも欠くことのできないものと思います。郷土の歴史文化を次世代に継承して行くためにも、各小中学校の副教材、あるいは先生方の補助教材としてご活用いただければ幸いです。  そして来る 4月 22 日（日）には、津島市文化会館大ホールに於いて、この事典の発刊記念講演会を開催致します。「伊六万才（津島市」、「西保伊勢大神楽（愛西市）」、「神戸神楽（弥富市）」、「説教源氏節（あま市）」の実演を行い、鷲野正昭氏（まつり同好会代表）に講演をしていただきます。社会奉仕委員会の事業として行いますので、ロータリーのメンバーに多数参加いただくようお願い致します。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    八谷八谷八谷八谷潤一潤一潤一潤一幹事幹事幹事幹事    1. 本日例会終了後、次年度ロータリー財団委員会が開催されます。 2. 4/15(日)の地区協議会に次年度出席義務者の方は、出席お願い致します。また、地区協議会終了後、次年度会員増強セミナーに篠田会長エレクト、稲垣幹事エレクト、次年度浅井会員増強委員長に出席していただきます。 3. 4/15から4/17の日程で台北滬尾ロータリークラブの創立6周年記念式典へ4名が出席して参ります。 
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4. 新地区補助金事業で制作した『海部津島祭礼芸能事典』をお配りしました。本日寄贈式を行います。また、発刊記念講演会の出席確認の案内をお配り致しました。お昼の弁当の準備をお手伝いいただけると助かります。よろしくお願いいたします。 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 2873287328732873 回分回分回分回分    山本一之山本一之山本一之山本一之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    加藤憲治君（あまＲＣ） 私事で公私共お世話になっております。 寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 『海部津島祭礼芸能事典』が出来上がりました。大変良い出来です。 野々山勝也君 本日、卓話を担当します。レン先生よろしくお願いします。 ラヴィングご夫妻 父がお世話になっています。 加藤則之君 本日、娘夫婦が卓話で伺いました。本人以上に緊張しています。 浅井彦治君、高木輝和君、相羽あつ子君、山本達彦君、伊藤哲朗君、服部貴君、片岡鉄君 レン・ダニエル・ラヴィング君をお迎えして。 坂井裕君 先回の卓話データにミスがありましたので修正させて頂きます。すいませんでした。 服部昭三君 ①30 年間無事故無違反でした。②河西先生にお世話になりました。 伊藤哲朗君 春日井イオン 1Fに、生活雑貨店「エニィタイム」を移動・増設しました。 浅井賢次君 河西先生と松崎院長先生にお世話になりました。 水野憲雄君 ①松崎先生にお世話になりありがとうございました。②事務局にお世話になりました。③お花頂いて帰ります。 山田清三君、坂井裕君、大河内勝彦君、宅見康悦君 ウィークリーに写真が載りました。 幅辰雄君、浅井賢次君、児玉昭君、城正憲君、佐藤栄一君、篠田知生君 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：：：：野野野野々々々々山勝也君山勝也君山勝也君山勝也君    講講講講        師師師師：：：：英会話英会話英会話英会話スクールスクールスクールスクール経営経営経営経営（（（（講師講師講師講師））））    
Mr. Len DanMr. Len DanMr. Len DanMr. Len Daniel Lovingiel Lovingiel Lovingiel Loving     ((((レンレンレンレン・・・・ダニエルダニエルダニエルダニエル・・・・ラヴィラヴィラヴィラヴィングングングング氏氏氏氏))))    演演演演        題題題題：：：：““““Seeing myself Seeing myself Seeing myself Seeing myself     

TTTThroughhroughhroughhrough    anotheranotheranotheranother    cultureculturecultureculture””””    「「「「異文化異文化異文化異文化をををを通通通通してしてしてして    自分自身自分自身自分自身自分自身をををを見見見見つめるつめるつめるつめる」」」」     今回ロータリークラブの皆様の前でこうしてお話しさせていただけたことを心より感謝いたします。私自身の考えや津島への思いなどを皆様に聞 

         いていただけたことを、光栄に思うと同時にとても恐縮いたしました。 私の両親は私が幼い頃に離婚しましたので、私は二つの家庭で育ちました。欧米では、離婚した両親がその後も協力しあってその子どもをサポートしていくことはよくありますが、私の場合も例外ではありませんでした。私は高校を卒業するまで、サンフランシスコとデトロイトを毎年飛行機で行き来する生活を送っていました。  大学では音楽を専攻していましたが、のちに人類学へと変更いたしました。音楽への情熱は変わりませんでしたが、私は常に言語や文化にとても深い興味を抱いていました。 
4 時間のところにある二つの家庭を飛行機で行き来するのは、二つの異なった文化の中で生活しているようなものでしたので、もしかしたら私はその頃から自分の居場所を探していたのかも知れません。  私たちは皆同じ人間です。私はその観点から自身の思いを皆様にお伝えできたらと思いました。私は異文化を通して自分を見つめてきましたが、私たち皆が国際的視野を持って自分自身を見つめることができると思います。私はロータリークラブの皆様の結束力や、その国際組織としての存在をとても尊敬しています。この小さな地球を共有するにあたり、自分が何者であるのか認識すると同時に、他者をも尊重し、またその人がどんな人なのか、どんなバックグラウンドを持っているのかを認識することが大切だと思います。それが博愛をより広げる道なのかも知れません。 私は異文化に触れ自分を見つめることで、自分が何者であるのかを見つけることができてきたように思います。カルチャーショックに落ち入り、時に自分を見失いながら自分に問いただすことで、それが自分の居場所を見つける助けにもなりました。私が探していた居場所はここ、私の心にあります。自分が誰なのか自分にとって何が大切なの 

離婚した両親と 母が再婚した義父と京都にて 
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か、しっかりとした考えさえ持っていれば、どこにいてもそこに居場所があるのだと思います。ですから今は津島が私のふるさとです。これは日本人の母そしてアメリカ人の父を持つ娘に私たちが願っていることでもあります。この先自分のアイデンティティーを確立していくうえで彼女もたくさんの壁にぶつかる時が来ると思います。そんな時彼女が１人の人間として、自分が誰なのかしっかりとした考えを持ち分別のある人間へと育っていってくれればと思います。 私は日本そしてこの津島を心から深く愛しています。まだまだわからないこともたくさんありますが、大好きなこのまちをもっともっとこれから知っていきたいと思います。私は教師であるということは、自分が常に生徒であり続けるべきだと考えています。学ぶことをやめてしまえば、そこで教師ではなくなるからです。皆様は私にとって先生です。たくさんのことをたくさんの方から教えていただきました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。皆様とまた同じ時を共有できますことを心より願うと同時に、今回私のためにお話をお聞きくださった皆様、本当にどうもありがとうございました。 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    『『『『海部津島祭礼芸能事典海部津島祭礼芸能事典海部津島祭礼芸能事典海部津島祭礼芸能事典』』』』贈呈式贈呈式贈呈式贈呈式    「2011～12年度新地区補助金」事業で制作した『海部津島祭礼芸能事典』2000部ができあがり、津島ＲＣ会員全員に配布しました。 また地域関係への寄贈のため、津島市立図書館、津島市教育長（小中学校）、津島市教育委員会（校長会）の代表の方をお招きして、贈呈式を行いました。この模様と記念講演会について、4月 14 日付中日新聞尾張版に掲載され、たくさんの反響や問い合わせがありました。  

           津島市立図書館長の飯谷貞次氏、津島市教育委員会の横井さつき氏、津島市教育長の宇佐美清毅氏。  そのそのそのその他他他他                              「前回の“エコはエコか!?”という卓話資料にミスがありました」と、坂井裕君が訂正のコメント。    →        ※訂正箇所は赤字部分です。   そのそのそのその                     

娘の七五三  (津島神社） 

義父の加藤則之君、妻のありささん、そして Len 
 次年度、津島ＲＣは創立60周年を迎えます。 記念式典並びに祝賀会を11 月 3 日(土・祝)16：00よりウェスティンナゴヤキャッスルにて、また記念講演会を12月8日（土）14：00 より津島市文化会館にて開催いたします。講師は元・女性宇宙飛行士の山崎直子さんです。 稲垣宏高幹事エレクトよりお知らせ。 

 次回も私が司会をいたします。 

堀田力男会場委員長 

滝川林一 次年度副会長 

コスト（円） エネルギー源 kwh 当り 算出目安  電   気 24 24/kｗh 基本 B1365+約 24/kwh 都 市 ガ ス 16.3 209/m3 @30m3 基本 1890+145.79/m3 プロパンガス 24 660/m3 @15m3 基本 1800+540/m3 灯   油 10 100/ℓ 
 

て、 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2875 回回回回    ’’’’    12 年年年年 4 月月月月 27 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：寺田健一君寺田健一君寺田健一君寺田健一君    講講講講        師師師師：：：：津島津島津島津島ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブ会長会長会長会長    肥田肥田肥田肥田    正氏正氏正氏正氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「人間人間人間人間がががが考考考考えうることえうることえうることえうること。。。。    それはひるがえってそれはひるがえってそれはひるがえってそれはひるがえって    そのそのそのその考考考考えうるえうるえうるえうる人間人間人間人間にとってにとってにとってにとって    何何何何をををを意味意味意味意味するかするかするかするか？」？」？」？」    おおおお知知知知らせらせらせらせ    『『『『海部津島海部津島海部津島海部津島    祭礼芸能事典祭礼芸能事典祭礼芸能事典祭礼芸能事典』』』』発刊記念講演会発刊記念講演会発刊記念講演会発刊記念講演会    とととと    きききき：：：：4444 月月月月 22222222 日日日日（（（（日日日日））））13131313：：：：45454545～～～～    ところところところところ：：：：津島市文化会館大津島市文化会館大津島市文化会館大津島市文化会館大ホールホールホールホール    主主主主    催催催催：：：：津島津島津島津島ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ                （（（（2011201120112011～～～～12121212 年度新地区補助金事業年度新地区補助金事業年度新地区補助金事業年度新地区補助金事業））））    後後後後    援援援援：：：：津島市教育委員会津島市教育委員会津島市教育委員会津島市教育委員会    内内内内    容容容容：：：：講演講演講演講演＝＝＝＝鷲野正昭氏鷲野正昭氏鷲野正昭氏鷲野正昭氏((((まつりまつりまつりまつり同好会同好会同好会同好会))))                            芸能芸能芸能芸能＝＝＝＝伊六万才伊六万才伊六万才伊六万才（（（（津島市津島市津島市津島市））））                                        西保伊勢大神楽西保伊勢大神楽西保伊勢大神楽西保伊勢大神楽（（（（愛西市愛西市愛西市愛西市））））                                    神戸神楽神戸神楽神戸神楽神戸神楽（（（（弥富市弥富市弥富市弥富市））））                                    甚目寺説教源氏節甚目寺説教源氏節甚目寺説教源氏節甚目寺説教源氏節（（（（あまあまあまあま市市市市））））    ※※※※メークアップメークアップメークアップメークアップ対象事業対象事業対象事業対象事業ですですですです。。。。    

2012201220122012～～～～13131313 年度地区協議会年度地区協議会年度地区協議会年度地区協議会     4月15日(日)、ウェスティンナゴヤキャッスルにて、「第 2760地 区 2012 ～2013 年度のための地区協議会」が開催されました。次年度の RI テーマは「Peace through Service（奉仕を通して平和を）」です。（写真は千田毅ガバナーエレクト）  《2012～2013 年度 ガバナー方針》 ～ Touch the Rotary ～ ふれあい、思いやり、そして握手  「「「「チョウジザクラチョウジザクラチョウジザクラチョウジザクラ」」」」    チョウジザクラは江戸時代初期に渡来した植物で、樹高は伸びないので、とても扱いやすい植物です。また、春の開花時期には覆輪に紫色で中が白色の花がたくさん咲き、その愛らしい姿は絶品と言われます。しかも、和風庭園から西洋ガーデンまでいろいろ調和する植物です。名前の由来は、花を横から見ると丁字のように見えることから名づけられているそうです。   文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                                        
 

速報速報速報速報！！！！    台北滬尾台北滬尾台北滬尾台北滬尾ＲＣＲＣＲＣＲＣ創立創立創立創立 6666 周年記念例会訪問周年記念例会訪問周年記念例会訪問周年記念例会訪問     4 月 16 日（月）、姉妹クラブの台北滬尾ロータリークラブ創立 6周年記念例会が開催され、津島ＲＣからは八谷潤一幹事、伊藤幸蔵国際奉仕委員長、稲垣宏高幹事エレクト、服部貴君が出席しました。  【会長挨拶】 台北滬尾ロータリークラブの皆様、創立 6 周年大変おめでとうございます。 この記念すべき良き日に津島ロータリークラブから 4 名のロータリアンが訪問することができ、誠に喜ばしく思います。心より御祝い申し上げます。 昨年 10 月に行われました貴クラブとの姉妹締結の更新により、今後 5 年間の相互理解と友情の促進がますます深まることを、この 6周年記念日に改めて祈念した次第です。 本来ならば会長である私自身が出向き、皆様方に直接お会いして祝詞を申し上げるべきですが、小生体調が完全でないため、やむを得ず欠席致します。大変残念に思いますと共に、失礼の段お許しお願いしたく存じます。 貴クラブの益々の発展と、会長はじめ会員の皆様、ご家族の皆様のご健勝とご多幸、そして事業の繁栄を心より祈念申し上げます。    謝謝              2012 年 4月 16 日 RI第 2760 地区 2011～2012 年度       津島ロータリークラブ会長 寺田晏章                   

 会長代理です 

アルファ夫妻と服部貴君 

服部貴君、ケミカルと伊藤幸蔵君 

↑ 夫人たちが 日本舞踊で歓迎 

美人(?)のアンガスと 着ぐるみも歓迎の舞 ↓  


