
 

- 1 - 第 2879 回例会 

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 6 月月月月 1 日日日日))))    第第第第 2879 回例会回例会回例会回例会 ≪≪≪≪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    宇佐美三郎君宇佐美三郎君宇佐美三郎君宇佐美三郎君    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””””」」」」    
 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 2878 回回回回    ’’’’    12 年年年年 5 月月月月 25 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ    ≪≪≪≪地区環境保全週間地区環境保全週間地区環境保全週間地区環境保全週間≫≫≫≫ 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」」」」    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        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        「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            稲垣宏高君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数            71 名    4 月 27 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   18 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            57 名   MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員   12 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        80.28%     訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  97.06% 超過出席超過出席超過出席超過出席 者者者者    片岡鉄君、伊藤雅昭君、遠山孝義君（次年度ニコボックス委員会）、稲垣宏高君、佐藤敬治君、加藤隆朗君、八谷潤一君、浅井彦治君、児玉昭君、山田清三君、城正憲君、片岡鉄君（次年度クラブ奉仕関連委員会）、鈴木吉男君（国際大会本会議、日本人朝食会）     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    怪しげな空模様ですが、皆さん多数ご出席ありがとうございます。しかし、この天気も今晩から明日にかけて晴れそうです。その明日は「５３０運動」で、早朝より天王川公園及びその周辺の清掃を行

います。ボーイスカウト、ガールスカウト、日赤奉仕団の皆様にもお手伝いいただくことになっております。ロータリーのメンバーも必ず参加してください。 昨日は、あまロータリークラブとの親善合同ゴルフコンペが行われました。32 名の参加がありました。団体戦は津島ロータリークラブが勝ちました。4年位連続で津島の勝利だそうです。 次週の例会は会長、副会長共々公用にて欠席いたします。篠田会長エレクトに代行していただきます。たまたま地区のロータリー・リーダーシップ研究会が明後日開催され、篠田会長エレクトに参加していただきます。その結果を次回の会長挨拶で聞くことができるかもしれません。 5月 28日には西尾張分区の第4回会長幹事会が開催されます。これは 1 年間の反省とご苦労様会です。この行事が終わるといよいよ会長職も終了に近づいたということです。少し名残おしい(？)気もします。  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. 明日の土曜日は「５３０運動」です。8:30 から行いますので少し前にお集まり下さい。 2. 5/27(日)、ＲＬＩ分科会(ロータリー・リーダーシップ研究会)に篠田廣会長エレクトに出席して頂きます。 3. 5/28(月)、第 4回西尾張分区会長幹事会へ寺田会長に出席頂きます。 4. 6/1(金)、第 3 回日台ロータリー親善会議に地区識字率向上委員会の鈴木吉男委員長が出席致します。 5. 6 月のロータリーレートは 1ドル 80円です。 6. 来週予定しておりました 6月理事会は、公務により会長、副会長が不在となるため、1週間後の 6/8(金)の例会終了後に変更させて頂きます。 以上ありがとうございました。 
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    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 2878287828782878 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    寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 本年度最後の事業「５３０運動」を明日開催します。出席のほどお願い致します。 日比一昭君 ①本日卓話を担当致します。②あすは天王川公園にて「５３０」です。宜しくお願いします。 住田由純君 筒井信之地区環境保全委員長をお迎えして。 住田正幸君 筒井先輩をお迎えして。 服部昭三君 ①明日の「530 運動」に日赤津島地区の人たちが参加します。②会報に佐屋高校の生徒の花が載りました。 矢田潔君 あま合同ゴルフコンペで 2 位に入賞し、津島ロータリークラブで優勝しました。77才ガンバリました。 幅辰雄君 津島・あま合同ゴルフに 15 名参加していただき、ありがとうございました。 伊藤哲朗君 イランに行ってきました。実際に平穏な国です!! 問題なのは酒が飲めません。 篠田廣君 ゴルフ会で優勝しました。 宇佐美三郎君 5 月初旬に第 2 東名沼津サービスエリアにスタンドをオープンしました。 高木輝和君 明日の 530 を休みます。すいません。 水野憲雄君 お花を頂きました。 山田清三君、生田達一君 ウィークリーに写真が載りました。 佐藤敬治君、八木秀雄君、住田由純君、伊藤哲朗君、城正憲君、佐藤栄一君 その他。     卓卓卓卓    話話話話    ≪≪≪≪地区環境保全週間地区環境保全週間地区環境保全週間地区環境保全週間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長    日比一昭君日比一昭君日比一昭君日比一昭君    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」」」」     １１１１、、、、自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介  常にマンネリの打破を信条としています。 ①土木学会特別上級技術者 ②JAPIC 理事経験 ③中部経済連合会道州制（現在は地方分権）委員会委員 ④日本地域学会監事 ⑤地方シンクタンク協議会 ⑥日本環境共生学会理事 ⑦日本都市計画学会・建築学会・日本環境福祉学会 などの会員 ⑦著書『新次元・環境創生』（2009 年）、『流域環境圏を基に国の形を創る』（2010 年） 創建とは地域経営の戦略コンサルティング・ 東京の虎ノ門、名古屋の金山  

                                 ２２２２、、、、流域環境圏流域環境圏流域環境圏流域環境圏とはとはとはとは    「ＣＯＰ１０（生物多様性条約締約国会合）」を契機として、流域という自然の摂理で日本の国土の区分を見直そうという提案です。 中部州の中心は津島 地理、地誌、から 桶狭間の戦い＜伊勢・尾張＞：＜三河・駿河＞  ３３３３、、、、地区地区地区地区のののの活動方針活動方針活動方針活動方針    ①生態系ネットワークと尾張・三河の結び目、境川流域（衣浦湾） ②流域圏のロータリーとの協働 ③ESD(Education for Sustainable Development）国際会議 今後の私の夢：流域圏社会を創る     ■■■■2012201220122012～～～～13131313 年度年度年度年度地区地区地区地区環境保全委員会環境保全委員会環境保全委員会環境保全委員会のののの基本方針基本方針基本方針基本方針    RI第 2760 地区（愛知）に所属する 82 の各クラブは、それぞれが独自に環境保全委員会（社会奉仕委員会）を持っており、社会貢献事業として活発に活動を展開されておられると聞いております。わが「地区の環境保全委員会」には独自のテーマがあり、できることであれば各クラブと共に歩調を合わせて活動する事業もあれば、一層効果的な社会貢献ができるものと考えられます。  ⅠⅠⅠⅠ    生態系生態系生態系生態系ネットワークネットワークネットワークネットワーク事業事業事業事業のののの継承継承継承継承    【【【【流域社会流域社会流域社会流域社会でででで共同共同共同共同するするするする事業事業事業事業】】】】        生態系生態系生態系生態系ネットワークネットワークネットワークネットワーク事業事業事業事業、すなわち前年度からの事業を引き継ぐと共に新たな展開も視野に入れる事業へと新展開を図って行きたい。 その手法としては、①流域圏社会において、 「「「「水水水水とととと緑緑緑緑とととと人人人人ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク」」」」を築くことにより生態系ネットワーク事業を、さらに充実させることが可能である。これに合わせてソーシャルビジネスや 6 次産業化の芽を出していく。このためには愛知県の県域の枠だけに囚われないで、流域圏という枠組みを新しい概念として設定していくことを考えることとしたい。  1.木曽川 2.矢作川 3.豊川 4.境 5.天白川等 ②特に西三河と知多半島の活動が活発であることを背景にして、その延長のフィールドを衣浦港にその舞台を移すことで大きな効果を期待することができると思われる。 
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これらの基本的な考えの中で、第 2760 地区のロータリーが取り組む具体的行動計画については別途に論議をしつつ進めて行きたい。  ⅡⅡⅡⅡ【【【【ESDESDESDESD 国際会議国際会議国際会議国際会議へのへのへのへの協賛協賛協賛協賛】】】】    Education for Sustainable  Development の略が ESDであるが、愛知県の誘致活動が実を結んで、2014 年に愛知・名古屋を中心とする国際会議が開催されることになっている。これはＣＯＰ１０ほどではないものの、世界の閣僚級が集まる重要なイベントとなる。 ロータリーの各クラブが実施している環境保全委員会の事業がそのまま、ESD の事業として相応しいものであると思われるので、それを収集し纏めることで協賛事業とすることが可能である。                       
 「「「「５３０５３０５３０５３０運動運動運動運動」」」」     5月 26日(土）、津島市教育委員会の後援を得て、恒例の「５３０運動」を「ごみゼロ運動津島市美化活動デー」の実施時間と同じ 8：30～9：15 に実施しました。快晴の暑い日差しの中、津島ＲＣメンバー28名と、ボーイスカウト、ガールスカウト約 90 名、日赤奉仕団津島市地区の 30 名が、天王川公園と周辺でゴミ拾いや草刈りをしました。中でもタバコの吸殻のポイ捨てが目立ち、喫煙者にマナーを守って欲しいところです。  参加者には冷たいペットボトルのお茶と、つし丸タオルを差し上げました。          

         ←寺田晏章会長の挨拶                                                                                                                              
 

「流域環境圏を基にこの国の形を創る」 流域環境圏とは下記項目を一体化した地域割り ① 集水域 ② 内海域 ③ 沿岸域 ④ 湾区域 ⑤ 半島域 ⑥ 海峡域 ⑦ 気候区 

←５３０スタイルもいろいろですね→ 

←新緑が美しい「歴史ある公園百選」の天王川公園で、ボーイスカウト、ガールスカウトが頑張ってます。 
日赤津島市地区の皆さんが、余郷利彦君、服部昭三君と一緒に、市立図書館の周辺を清掃しました。 

←日比一昭社会奉仕委員長の挨拶 ボーイスカウト、 ガールスカウト の皆さん、毎年 ご苦労様です→ 

堀田勝君 

坂井裕君と 山本達彦君 山田清三君と 生田達一君 

宇佐美三郎君と伊藤祥文君、     そして生田達一君も 

ゴミを

 探して‥

 

 ごみゼロお休みして、スミマセン‥‥  H.Y. 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2880 回回回回    ’’’’    12 年年年年 6 月月月月 8 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君    演演演演        題題題題：「：「：「：「電力情勢電力情勢電力情勢電力情勢についてについてについてについて」」」」        おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■今年度今年度今年度今年度・・・・次年度役員理事委員長会議次年度役員理事委員長会議次年度役員理事委員長会議次年度役員理事委員長会議    とととと    きききき：：：：6666 月月月月 8888 日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後 6666：：：：00000000    ところところところところ：：：：朝日寿朝日寿朝日寿朝日寿しししし    

    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 18181818 日日日日））））    
  インドインドインドインドのののの慈善家慈善家慈善家慈善家ががががロータリーロータリーロータリーロータリーのののの    ポリオポリオポリオポリオ撲滅活動撲滅活動撲滅活動撲滅活動にさらににさらににさらににさらに 100100100100 万万万万ドルドルドルドル    
 

 バンコクで開かれた2012 年 RI国際大会において、アディティア・ビルラ・グループのラジャシュレー・ビルラさんが、ロータリーのポリオ撲滅活動に対してさらに100万ドルを寄付することを発表しました。今回の寄付を含めると、ロータリー財団のポリオ撲滅キャンペーンに対するビルラさんからの寄付は、合計 620万ドルを超えることになります。 亡き夫、アディティアさんが築いたインド最大のアディティア・ビルラ・グループは、ビジネス誌『フォーチュン』が選ぶ世界トップ 500企業に選ばれています。今では、息子のクマール・マンガラムさんが会長となり、ビルラさんは理事を務めています。また、ビルラさんはボンベイとムルンドの 2つのロータリークラブの名誉会員です。   「講演のときだけでなく、大会 4 日間ずっと出席してくださったことは、ビルラさんがロータリーの重要性を理解してくださっていることの証。（中略）今回の追加 100万ドルのご寄付は、ビルラさんの優しさと熱意の表れです」とバネルジーRI会長は述べます。また、サブー元会長も「彼女は、慈善家として寛大な寄付をするだけでなく、自らほかの人々に支援や活動への参加を働きかけ、子どもたちへの予防接種が行われるよう尽力してくださっている」と話します。 国際大会でビルラさんを紹介したロータリー財団のビル・ボイド管理委員長は、次のように述べました。「インドで一番の実業家だった（故夫の）アディティアさんは、慈善活動にも熱心でした。その意思を継いだビルラさんは、一家が築いた財団を通じて、インドの貧しい人々に教育や医療を提供しています。ご一家は、ポリオ撲滅キャンペーンにも多大な支援を寄せてくださっています」   インドでは今年、1 年間ポリオの新しい発症が報告されなかったことを受け、世界保健機関（WHO）によってポリオ常在国リストから除外されました。インドが「ポリオのない国」としての証明を受けるには、2014 年 2月まで新しい感染者のない状態を保つ必要があるため、今回のビルラさんの寄付はとても大きな意味を持ちます。インドからポリオを完全になくし、残る常在 3 カ国（アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタン）でもポリオの感染を断ち切るには、引き続きの支援が必要とされています。   

「インドにおけるロータリーのポリオ撲滅活動の成功、そして、政府や WHO、ユニセフ、CDC、ゲイツ財団などの取り組みを見れば、残る 3 カ国からポリオがなくなる日は遠くないでしょう。（中略）人類全体のために、ポリオを過去のものとすることが、私たちの義務なのです」とビルラさん。「企業が社会問題に目を向けるようになれば、ビジネスの発展にもつながると思います。ビジネスのリーダーは、社会貢献にもっと真剣に取り組み、地域社会の人々への思いやりを示す必要があります」      「「「「紫陽花紫陽花紫陽花紫陽花」」」」    今 年 度 もあと 1 ヶ月。紫 陽 花 が悠々と伸び、梅雨を待ちきれ ずに 咲こうとしているようです。 「あぢさゐの  下 葉 にすだく 蛍をば 四ひらの数の添ふかとぞ見る」という藤原定家の和歌があります。「日も暮れてあじさいの花も夕闇に沈んでいきます。蛍が飛び始め、あじさいの下葉に集り光りだすと、あじさいの花が増えたのではないかと見違えてしまいます。それほど、あじさいの花は可憐で美しい」という内容です。 花言葉には、花の色が白から青紫色、紅紫色と変わっていくので「移り気」とも言いますが、自分に与えられた条件・環境に適合性があるということから、「元気、辛抱強い」などもあります。たくさんの花が集まっているから「一家だんらん」「家族の結びつき」を象徴する花でもあるという人もいます。 画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                    


