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ホップ、ステップ、ジャンプ！！
例会場 名古屋クレストンホテル
TEL 052-264-8000
例会日時 木曜日 12：30
プログラム･クラブ会報広報委員長 岩田 宏

会長挨拶
藤田守彦
皆さん、こんにちは。梅雨が明けたと同時に「真夏」がや
って来ました。余りのギャップに戸惑っております。是非
とも体調管理には気を付けられて、夏を乗り切って頂き
たいと思います。
さて、本日は新年度始まって最初のゲストを御招きして
の卓話となります。東海テレビ編成局専門局長 高井様
には宜しく御願い致します。
実は私もテレビに出た経験があります。２０年以上前と
は思いますが、テレビ愛知の「企業対抗マッチプレーゴ
ルフ」です。 これは「つるやゴルフ」がスポーサーで、島
田幸作プロ、玉谷プロが同伴をしてプレーします。競技と
しては企業同士が３ホールをマッチプレーで戦います。
ベストボール制ですから、ティーショトを４人打って、その
後の２打からはベストボールを打って競技をしていきま
す。さらには、玉谷プロとの対戦もありプロに勝つと別に
賞品をもらえます。プレーは１８ホールを回り、その中の
ショートホールを含む３ホールを戦います。当然ながら
演技指導があり、僕達が話しているところに偶然を装い
司会の横山フックが来て、競技を始めるという筋書きで
す。当時は今よりもゴルフが「もっと下手」で、当然ながら
カメラが廻っていて、空フリをしたらどうしよう、チョロをし
たらどうしよう、などと「心臓」がハチキレそうでした。 一
日で３ケ月分くらいの収録をしている様でした。初めての
経験でしたが、テレビに３０分出る事はまずないので良
かったと思います。
勝負の結果はプロ、企業ともに「引き分け」でした。
最近は同じ様な番組が有りますが、またチャンスがあれ
ば出演をしてみたいと今でも思っています。
☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎７月２６日（木） 第８２０回例会 会員卓話
「10 周年記念式典の思い出」 磯部 徹さん
◎８月２日（木） 第８２１回例会 クラブフォーラム
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＝先人に感謝、今日から、そして明日へ＝

第 81９ 回 例会Ｎｏ．３ 平成 ２４年７月１９日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「それでこそロータリー」
■ 出席報告
会員４５名中２８名出席
■ 出席率
６３.６４％
出席計算人数 42 名
■ 修正出席率 ７月５日 ９５.４５％
■ スピーカー
高井 一 様
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ニコＢＯＸ
●本日は東海テレビの高井 一様をお招きして日本語の
危機についてお話を伺います。高井様、ようこそお越し下
さいました。会員一同心より歓迎申し上げます。どうぞ宜
しくお願い致します。
藤田会長、藤野、和田、岩田、成田、池井戸、柴田孝一、
堀江、若原、金子、森田、川原、安江、後藤、矢野、吉田、
河原、渡邉、長谷川、加藤（敬称略）
水野さん 脊柱管狭窄症で長い間欠席をさせていただき
ました。岡田先生有難うございました。何とか出席できる
ようになりました。
藤田会長 水野さん、お大事にして下さい。
磯部さん ８月の誕生日が来ると地下鉄無料パスがもら
える年齢になります。
●役員理事就任祝 藤野さん、水野さん
●100％出席達成 藤野、池井戸、水野、高山（敬称略）
●100％出席未達成 小菅さん
●ＲＩＭ欠席
藤野さん
本日合計 ８９，０００円

幹事報告

田島陽介

１．本日「夏の家族会」のご案内を配布致します。日が迫
っておりますのでお早めにご出欠をお知らせ下さるよう
お願い申し上げます。

卓話
「このままでは大変！＝日本語の危機＝」
東海テレビ編成局専門局長 高井 一

若人たちの話し言葉から母音が消えかけているなど、日
本語についての貴重なお話を楽しく伺いました。

ロータリー情報
（ROTARY JAPAN WEB より転載）
「ロータリーを知ろう ロータリー情報の入手先」
入会して間もないころは、先輩がやさしく説明してくれ
るロータリーの話すら、よく理解できずに、戸惑うことも
多いと思います。早くロータリーのことを知り、ロータリー
に親しもうと思っても、「何を読めばいいのか、どこを探
せばいいのか、それすらもわからない」、そんな新会員
の皆さまに、今月号では、ロータリー情報の入手先をご
紹介いたします。
地区大会
年 1 回開催される地区大会は、地区内のクラブの活動
を知り、会員と知り合う絶好の機会です。また、ガバナー
や国際ロータリー（ＲＩ）会長代理の話、シンポジウムなど
では、国内のクラブの状況や、全世界のロータリーの動
きなども知ることができます。
クラブ会報
一般的には『週報』という場合も多い。クラブによって、
そのサイズや形式は異なります。前回の例会記録や、
会員紹介、お知らせなど、身近で重要な情報が満載され
ています。
クラブ例会
毎週開催されるロータリークラブの例会は、なんといっ
ても、ロータリーを理解するためには欠かせません。会
長・幹事や各委員長の話の中には､ロータリーの経験の
少ない新会員にとって難しいものもあると思いますが、
近くの席の先輩会員に説明をお願いしてみてはいかが
でしょうか。ロータリーの知識が広がるばかりではなく、
それがきっかけで親しい先輩が 1 人増えることと思いま
す。
ガバナー月信
ガバナーから地区内のクラブの会長・幹事に毎月発送
される親書的な公式文書。出席報告を含む、特に会員の
関心の高い重要事項が記載されています。 全会員の人
数分印刷して配布する地区もあります。また、地区のホ
ームページから入手できる地区も多くなりました。
THE ROTARIAN・ロータリーの友
会員は、ロータリーの機関雑誌である『THE
ROTARIAN』または、ＲＩ理事会から承認ならびに指定さ
れている地域的なロータリー雑誌（日本の場合は『ロー
タリーの友』）を購読する義務があります。 『ロータリー
の友』には、国際ロータリーから指定された記事（ＲＩ指定
記事と記載）や国内の地区やロータリークラブの活動状
況を紹介した記事、さらには、会員の意見を掲載したペ
ージなどがあります。RI 指定記事は、『THE ROTARIAN』
からの転載記事が中心となっています。
ホームページ
国際ロータリーのホームページでは、ロータリアンに必
要な、さまざまな最新情報を紹介しています。また、ロー
タリー徽章や財団のロゴ、創始者ポール・ハリスの顔写
真なども、ダウンロードして入手することが可能です。
http://www.rotary.org を一度開いてみてください。 日本
語のホームページは、ロータリージャパンをはじめ、地
区、クラブ、インターアクト、ローターアクトなど、700 以上

もあります。特に、ロータリークラブのホームページでは、
新会員の方々にも身近な活動を、ほかのクラブではど
のように実施されているのか、といったことを知ることが
できると思います。 ロータリージャパンのホームペー
ジは http://www.rotary.or.jp です。
国際ロータリーの公式文献・資料
『手続要覧』はじめ、ＲＩから出ている資料は、RI のホー
ムページ www.rotary.org、または、ＲＩ日本事務局から入
手できます。
〒115－0045 東京都北区赤羽 2－51－3
ＮＳ3ビル1階 国際ロータリー日本事務局（資料室）
ＦＡＸ 03－3903－3781
ロータリー文庫
地区大会の記録誌、ガバナー月信（バックナンバーも
含め）、ロータリークラブの創立○周年記念誌、先輩ロー
タリアンが書いたロータリーについての解説書など、日
本のロータリアンに身近な資料が保存されています。閲
覧可能。希望があれば、コピーを送ってもらうこともでき
ます。
〒105－0011 東京都港区芝公園 2－6－15
黒龍芝公園ビル 3 階 ロータリー文庫
ＦＡＸ 03－3459－7506
文献のリストは、ロータリー文庫のホームページで検索
することもできます。 http://www.rotary-bunko.gr.jp

ハイライトよねやま（１４８号 WEB より抜粋転載）
学友の姫軍さんから 6 年連続で毎年 50 万円の寄付
中国の米山学友、姫軍さん（1995-97／東京臨海ＲＣ）か
ら今年も 50 万円の寄付を頂きました！
姫軍さんが最初に奨学会に寄付をしてくれたのは 2007
年のこと。「在学中に米山奨学金に大変お世話になった
恩に報いたい。それとともに、私がいただいた恩を次の
世代に伝えたい。米山奨学会に寄付することで、この 2
つの目的を同時に達成できると考えました。できれば、
これから毎年 50 万円ずつ寄付したいと思います」
（ハイライトよねやま 91 号にて紹介）との言葉通り、中国
から 50 万円を毎年送金してくれており、今回のご寄付で
累計は 320 万円を超えました。
姫軍さんが初代会長を務めた中国米山学友会も設立 4
年目を迎えました。
今年の総会は、上海分会会長の張豪さん（1991-92／名
古屋中ＲＣ）が指揮して、10 月 27 日に上海で開かれます。
姫軍さんも多くの学友やロータリアンと交流を深めたいと、
上海総会に期待を寄せています。
学友が韓国・済州ＲＣ第 50 代会長に就任
韓国・済州（チェジュ）大学の教授で、ロータリアンでもあ
る米山学友・康ミン秀さんから、第 3660 地区済州ＲＣの
第 50 代会長に就任したとの嬉しい報告がありました。康
さんは 1979-81 年度の米山奨学生として東北大学で学
ばれました。世話クラブは仙台ＲＣです。この知らせを受
け、仙台ＲＣに所属する第 2520 地区直前ガバナー・菅原
一博氏と前地区米山奨学委員長の白鳥 淳氏が、連名で
祝電とメッセージを贈りました。

