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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 5 月月月月 25 日日日日))))    第第第第 2878 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：：：：社社社社会会会会奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長    日比一昭日比一昭日比一昭日比一昭君君君君    講講講講        師師師師：：：：2012201220122012～～～～13131313 年度地区環境保全委員長年度地区環境保全委員長年度地区環境保全委員長年度地区環境保全委員長        筒井信之筒井信之筒井信之筒井信之氏氏氏氏（（（（名古屋南名古屋南名古屋南名古屋南ＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）    演演演演        題題題題：「：「：「：「流域環境圏流域環境圏流域環境圏流域環境圏についてについてについてについて」」」」        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 2877 回回回回 ’’’’12 年年年年 5 月月月月 18 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：：：：生田達一君生田達一君生田達一君生田達一君（（（（伊藤彰浩君伊藤彰浩君伊藤彰浩君伊藤彰浩君代理代理代理代理））））    講講講講        師師師師：：：：((((有有有有))))フロムフロムフロムフロム・・・・サーティサーティサーティサーティ代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役        池崎晴美池崎晴美池崎晴美池崎晴美氏氏氏氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「心心心心ををををギュッギュッギュッギュッとつかむとつかむとつかむとつかむ話話話話しししし方方方方」」」」    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        「それでこそロータリー」   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   72 名     4 月 20 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   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   53 名    MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員    9 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  73.61%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  98.51% 超過出席超過出席超過出席超過出席 者者者者    伊藤幸蔵君、鈴木吉男君（地区国際奉仕委員長会議）、浅井賢次君、生田達一君、稲垣宏高君、伊藤幸蔵君、伊藤祥文君、河西あつ子君、小林啓子君、水野憲雄君、野々山勝也君、大河内勝彦君、篠田廣君、鈴木吉男君、寺島淳一君、山本達彦君（次年度四大奉仕及び米山奨学委員会）、服部昭三君、生田達一君、稲垣宏高君、伊藤幸蔵君、水野憲雄君、大谷与志弘君、鈴木吉男君、滝川林一君、寺田晏章君、八木秀雄君、八谷潤一君（『海部津島祭礼芸能事典』発刊記念講演会）     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    今夏の節電要請は大変強いようです、ノーネクタイにした場合の体感温度もさることながら、ネクタイをしないという行為が、他の節電行為への啓蒙に大変役立つといわれています。皆さ

ん大いに節電に協力致しましょう。  三菱東京ＵＦＪ銀行の山本さんが転勤になられ、本日が最後の例会です。長い間ありがとうございました。後任の方にはロータリーに入っていただくことを約束していただきました。  本日の卓話講師は、全国の会社や学校で講演をしたり、司会をしたり、執筆活動等でとても忙しく活躍されております。楽しいお話が聞けると思います。  中部地方で、来週の月曜日（5月 21日）朝 7時31 分を中心に約 3分、金環日食が見られます。日食グラスと称する専用のグラスを使って見ないと眼に大変危険だそうです。当日の天気予報は曇りとなっております。淡い期待を持って待ちましょう。次に日本で見ることのできる金環日食は 2030年 6月 1 日の北海道、2041 年 10 月 25 日の近畿・東海だそうです。部分日食は 4～5 年に 1度は見られそうです。皆さんそれまで元気で長生きいたしましょう。  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、広報委員会と次年度役員・理事・委員長会議及び 60 周年実行委員会を「朝日寿し」にて開催致します。6時開会ですので、よろしくお願いいたします。 2. 5/23(水)に、あまロータリークラブとの合同ゴルフコンペが行われます。参加者の皆様、優勝目指して頑張って下さい。 3. 今年度・次年度役員・理事・委員長会議を6/8(金)に開催致します。引き継ぎも行いますのでよろしくお願いいたします。 4. 先回の理事会にて、日本赤十字津島地区に例会食事費より 72,000 円の寄付金支援を承認いただき、本日カレーライスとさせていただきました。また、本年度から服部昭三君が日
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本赤十字津島地区の顧問を務められます。 5. 山本一之君が転勤になります。のちほどご挨拶をいただきます。 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 2877287728772877 回分回分回分回分    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委員委員委員長長長長    池崎晴美さん 本日、スピーカーを担当します。 寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 夜のトリプルヘッター、よろしくお願いします。 伊藤彰浩君 ①本日卓話担当ですが、欠席となり、本当に残念です。池崎さんのこと、よろしくお願いします。②生田さんに大変お世話になりました。ありがとうございました。 生田達一君 池崎晴美講師をお迎えして。 山本一之君 転勤になりました。本日が最後の例会出席です。皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。 服部昭三君 ①日本赤十字津島地区への寄付金のため、本日のメニューをカレーライスにしていただき、ありがとうございます。津島市長に代わってお礼申します。②クローバーテレビの生田さんにお世話になります。 鈴木吉男君 4 回連続例会を欠席させていただきました。滝川副会長エレクトにはご迷惑をおかけしました。 八木秀雄君 津島ロータリーに先立ち、津島柔道会 60周年記念講演会をします。演者は金メダリストの谷本歩実。5月 27日（日）錬成館です。 高木輝和君 岐阜県関市に新規オープンしました。 安江正博君、山田清三君、大河内勝彦君、滝川林一君 ウィークリーに写真が載りました。 矢田潔君、佐藤栄一君、城正憲君、幅辰雄君、河西あつ子君 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：：：：生田達一君生田達一君生田達一君生田達一君（（（（伊藤彰浩君伊藤彰浩君伊藤彰浩君伊藤彰浩君代理代理代理代理））））    講講講講        師師師師：：：：((((有有有有))))フロムフロムフロムフロム・・・・サーティサーティサーティサーティ代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役        池池池池崎晴美崎晴美崎晴美崎晴美氏氏氏氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「心心心心ををををギュッギュッギュッギュッとつかむとつかむとつかむとつかむ話話話話しししし方方方方」」」」     初めまして。(有)フロム・サーティ代表池崎晴美です。 初めに自己紹介をいたします。1994 年に会社を設立し 18年目を迎えています。元々、私は人見知り、人前で話すことが苦手でしたが、アナウンススクールで話し方の基本を学び、話すことが上手になり、毎日仕事もプライベートも楽しくなった経験があります。その経験が今の仕事につながり、司会業やクローバーテレビさんでのキャスター、 

         数年前には話し方の本を出版しました。また本日のように講演会、企業研修を行う会社として発展してきました。 特にクローバーテレビさんでは長年番組を担当させていただき、天王まつりのレポーターもしていましたので、津島の皆さんは私の声を覚えていてくださる方もいるのではないでしょうか？ また、私の趣味はマラソンです。フルマラソン5 回完走経験があります。先月は 100 キロマラソンにも挑戦しました。あえなく 51.6キロでリタイアとなりましたが、津島からですとセントレア空港までがおよそ 50キロありますので、ここからセントレアまで走ることができる元気でパワフルな女性です（笑）。 元々はスポーツをしたことがない私ですが、今日のテーマでもあります、話し方と言葉の選び方を変えると、不思議に体が元気になることがわかってきましたので、そんなお話をさせていただきます。 まずは、話し方の基本、声についてです。声は人それぞれ特徴がありますが、発声練習をして声を磨くと、どんどん声年齢は若くなります。私は若いころから声の仕事をしているので、実年齢より 10～20歳は声が若いといわれます。是非発声練習で声年齢を若返らせてください。では、実際に「アイウエオ」を大きな声で出してみましょう！ 「「「「アイウエオアイウエオアイウエオアイウエオ～」～」～」～」ありがとうございます！ さて次は、言葉の選び方です！ 日頃どんな言葉を話しているかで、ご自分の人生を決めているという話です。人は 1 日に 2 万～3 万語の単語を話すといわれています。「言霊」という言葉があるとおり、人それぞれ使う言葉が違いますが、その言葉通りの人生を歩んでいくのです。口癖で毎日「疲れた～」というその言葉が、自分自身を疲れさせているということです。 私も以前はマイナス言葉を多く使っていましたが、今では自分が元気になる言葉を多く話すようになりました。その結果、今ではフルマラソン以上に走れるように体が元気になり、今年は 100キロマラソンにチャレンジ中です！  
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1 日に何万語も話す言葉が未来の自分を作ることを意識して、毎日の会話をしてみてください。必ず周りも自分も生き生きとした人生になっていきます。皆様とまたお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。       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（（（（5555 月月月月 5555    日日日日））））    

 ノーベルノーベルノーベルノーベル平和賞受賞者平和賞受賞者平和賞受賞者平和賞受賞者がががが講演講演講演講演しししし、、、、    団結団結団結団結のののの力力力力とととと無私無私無私無私のののの奉仕奉仕奉仕奉仕のののの必要性必要性必要性必要性をををを強調強調強調強調    
  

  ノーベル平和賞受賞者、レイマ・ボウィさんがロータリー世界平和シンポジウムの閉会本会議で講演し、現在の世界的な課題に取り組むために力を結集するよう、ロータリー平和フェロー、ロータリアン、ロータリー財団学友に呼びかけました。ボウィさんは、戦争の被害者から平和活動家となった自身の個人的な体験を、次のように語りました。「私の役目は、意欲を必要としている人々に意欲を与え、励ましを必要としている人々に励ましを与えること、そして、現状満足している人々には、立ち上がるよう訴えることです」  2003 年、ボウィさんは、さまざまな宗教や民族の女性たちを率いて、長引く悲惨なリベリア内戦の終結を実現させました。魚市場で戦争反対を祈

り歌う女性たちを集めて「Women for Peace」を創設し、敵対勢力リーダーの妻たちには、夫が武器を置くまでセックスを拒絶するよう呼びかけました。さらに、このキャンペーンは、自由選挙で選ばれたアフリカ初の女性大統領、エレン・ジョンソン・サーリーフ大統領の誕生へとつながりました。    【奉仕は義務】  女性への暴力が日常化しているアフリカ諸地域を回って活動する自身の体験について、ボウィさんは次のように語りました。「激しい抵抗や嫌悪の言葉を受けると想像していましたが、現地で実際に目にしたのは、女性たちの強さでした。女性たちは、悲しみを乗り越え、人生そして地域社会を立て直そうという勇気を持っていました。団結して行動することは、もはや自分たちにとって、単なる選択肢ではなく、生き方そのものであると、彼女たちは気付いたのです」  「ロータリアンと同じように、この女性たちは、人類への奉仕を、自分たちの義務だと感じています」とボウィさん。世界の多くの人々は奉仕の真の意味を理解していない、と話し、奉仕によって何が実現できるかを世界に理解してもらうために、ロータリアンと平和フェローが力を合わせることの必要性を強調しました。「個人主義の考え方では、今日の世界が抱える問題を解決することはできません。これらの問題は、団結の力を理解する人々が集団で取り組まなくてはなりません。問題を解決へと導けるのは、無私の心を持つ人々です。人々が予期せぬ創造的なアイデアが、ときに、素晴らしい変化をもたらすものです」   【平和のために】  ボウィさんの講演に、聴衆は立ち上がって拍手をしました。2003-05 年度平和フェローとしてパリ政治学院に留学し、現在はリベリアのユニセフに勤務しているヨランダ・コワンさんは、ボウィさんが同国の女性たちに与えた影響を目の当たりにしたと言います。「リベリアでは、彼女は伝説的な存在です。彼女のメッセージは立ち上がる勇気を人々に与えてくれます」  シンポジウムでは、ロータリー財団のウィルフリッド・ウィルキンソン管理委員長エレクトが、平和構築の分野で活躍している平和フェローたちに感謝の意を述べ、今年で 10周年を迎えるロータリー平和センター・プログラムの意義を高く評価しました。「ロータリーは、平和構築の人材を大勢輩出してきた」と管理委員長エレクト。「きれいな水、食糧、教育の提供など、戦争の根本的原因への取り組みは、長期的なものです。私たちが育成する優秀な人材の力で、平和はきっと実現できるでしょう」      

 神奈川県大和市へ単身赴任します…。 ありがとうございました。 
久しぶりの例会は楽しいね！  
山本一之君 
副会長の 鈴木吉男君 

「５３０運動」の案内をする社会奉仕委員長の日比一昭君  

 →→→→    池崎さんから、寺田会長宛にお礼状が届きました。 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2879 回回回回    ’’’’    12 年年年年 6 月月月月 1 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親睦活動月間親睦活動月間親睦活動月間親睦活動月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    宇宇宇宇佐美三郎君佐美三郎君佐美三郎君佐美三郎君    講講講講        師師師師：：：：出光興産出光興産出光興産出光興産㈱㈱㈱㈱販売部販売部販売部販売部    中日本中日本中日本中日本オフィスサポートマネージャーオフィスサポートマネージャーオフィスサポートマネージャーオフィスサポートマネージャー                            河野俊明氏河野俊明氏河野俊明氏河野俊明氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「落語落語落語落語““““湯屋番湯屋番湯屋番湯屋番””””」」」」        おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■５３０５３０５３０５３０運動運動運動運動    とととと    きききき：：：：5555 月月月月 26262626 日日日日（（（（土土土土））））8888：：：：30303030～～～～9999：：：：15151515    ところところところところ：：：：天王川公園天王川公園天王川公園天王川公園    集集集集    合合合合：：：：野外野外野外野外ステージステージステージステージ前前前前 8888：：：：15151515    

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（（（（5555 月月月月 9999 日日日日））））    
 RIRIRIRI 国際大会国際大会国際大会国際大会「「「「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」」」」     田中作次RI会長エレクトは、就任に向けた抱負と、「奉仕を通じて平和を」をテーマとする計画について語りました。「ロータリーの奉仕を通じて、大きく見える問題でも、力を合わせればすぐに解決できることを学びます。また、自分と違った境遇の人々と知り合うことで、人はみな同じであると理解します。（中略）何かを達成しようとするなら、対立より協力を選ぶのが得策であること、ほかの人を尊重することを、ロータリーを通じて学ぶのです」 第 4 回本会議では、ノーマン・ロータリークラブ（米国オクラホマ州）に所属するロン・バートン氏が、2013-14 年度 RI会長として正式に選出され、受諾スピーチで、バートン氏は次のように語りました。「私は、ロータリアンであることを心の底から誇りに感じています。私にとって、ロータリーは単なる奉仕団体ではなく、特別な存在なのです。ロータリーの最盛期はこれからやって来る」と述べ、それを実現するための手段が RI戦略計画であることを強調しました。「戦略計画は、ロータリーの目標と優先項目が何であるかを再認識させるものです。私たちの目標の本質は、ロータリー創設時と変わっていないのです」                   5 月 23 日(水)、津島・あまＲＣ合同ゴルフ大会が、桑名ＣＣにて開催されました。総勢 32人、津島ＲＣは 15人が参加し、津島ＲＣが勝利！  個人総合優勝はあまＲＣの栗木和夫君でした。                   津島ＲＣ単独では、矢田潔君が優勝しました。次回 6 月ゴルフ例会は、21 日(木)に桑名ＣＣにてプレー後、湯楽で納会をします。今年度の会長杯贈呈は 6月 29日(金)です。      

    6666 月月月月のののの例会変更例会変更例会変更例会変更                                                                    「「「「サルビアサルビアサルビアサルビア」」」」    県立佐屋高校の生徒が丹念に育ててくれたサルビアが、勢いよく伸びて真っ赤な花をつけました。 園芸種のサルビアはブラジル南部の原産で、日本へは明治20 年代以降に渡来したといわれます。和名で緋衣草(ひごろもそう)とも言いますが、あまりこの名は使われないようです。シソ科サルビア属の“セージ”は薬用や香辛料にされ、花を料理や飲み物やデザートに添えることもあります。葉のティーは少量なら体に良く、神経と消化器官の強壮に役立ち、のどの痛みや口内炎等のうがい薬にもなるそうです。        文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                  

クラブ名 日 曜 サイン受付 名古屋守山 RC 6/6 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 一宮北 RC 6/8 金 一宮商工会議所 あま RC 6/11 月 名鉄グランドホテル 尾西 RC 6/11 月 尾西信用金庫本店 稲沢 RC 6/13 水 林商事ビル 尾張中央 RC 6/13 水 名鉄グランドホテル 一宮北 RC 6/15 金 一宮商工会議所 名古屋みなと RC 6/15 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 尾張中央 RC 6/20 水 名鉄グランドホテル 名古屋名駅 RC 6/20 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 名古屋守山 RC 6/20 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 名古屋西 RC 6/21 木 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 尾西 RC 6/25 月 尾西信用金庫本店 名古屋空港 RC 6/25 月 キャッスルプラザ 名古屋東南 RC 6/27 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 優勝 栗木和夫 46 45 91 19.2 71.8 2 位 矢田 潔 42 47 89 16.8 72.2 3 位 武藤正俊 37 39 76 2.4 73.6 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 優勝 矢田 潔 42 47 89 15 74 2 位 児玉 昭 53 48 101 24 77 3 位 寺田晏章 45 48 93 15 78 
 


