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藤田守彦 会長

年度テーマ

＝先人に感謝、今日から、そして明日へ＝
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

第 823 回 例会Ｎｏ．７ 平成 ２４年８月２３日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「我等の生業」
■ 出席報告
会員４５名中２４名出席
■ 出席率
５８.５４％
出席計算人数４１名
■ 修正出席率 ８月２日 ９５.１２％
８月５日 ９５.１２％
■ スピーカー
池井戸貞夫さん

会長挨拶
藤田守彦
皆さん、こんにちは。御久しぶりに御顔を拝見致します。
今回の御盆休みは如何御過ごしでしたか。ゆっくり出来
た方、忙しくて休みを取れなかった方様々おみえの事と
思います。
さて、今期初の家族会を 8 月５日に開催させて頂きまし
た。当日は御家族、御友人、合わせて３０名の参加を頂
きました。 目的は「たきや漁」でしたが、台風１１号の影
響で海が濁り残念ながら「たきや漁」は中止になりまし
た。
しかし「龍澤寺の庭園鑑賞」「浜名湖楽器博物館」を見学
出来、グランドホテル浜松のディナービュッフェをゆっくり
と楽しむ事が出来ました。ただ松尾前幹事には筏用の座
布団を用意して頂いたにもかかわらず、使用出来なかっ
た事には申し訳なく思っております。
帰りは「大渋滞」にはまりましたが、偶然にも花火大会の
横を通りわずかながらも綺麗な花火が見えました事も思
い出の一つになるかと思います。
成田親睦活動委員長、柴田副委員長には事前準備から
当日の「たきや漁」の調整等ありがとうございました。厚
く御礼申し上げます。
また、来春の家族会を楽しみにしております。
話が少し変わりますが、来週の例会は「ガバナー補佐訪
問」になります。大橋ガバナー補佐を御迎えし、例会前
には私と田島幹事との懇談会、例会、その後はアッセン
ブリを開催致します。会員の皆様には欠席をされません
様にくれぐれも御願い致します。 また各委員長におか
れましては必ずアッセンブリへの出席を御願い致しま
す。
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訃報
元会員である、名古屋西南ロータリークラブ（旧名称）
第三代会長の 川合勝義 様（㈱三光製作所 代表取
締役）が８月１４日に逝去されました。
享年７６歳でした。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

ニコＢＯＸ
藤田会長 夏の家族会、多くのご出席に感謝致します。
親睦活動の成田委員長、柴田副委員長、ありがとうござ
いました。
大塚さん 故パスト会長の川合氏、５年前に娘の結婚の
ために「カリモク」を紹介していただいた時はおげんきで
したのに・・・ご冥福をお祈り致します。
磯部さん 第三代会長の川合勝義様のご冥福をお祈りし
ます。葬儀場の思い出写真にロータリーの写真が３枚あ
り、初代篠田会長、二代大平会長、四代古川会長、五代
岡田会長、六代川原会長、七代大塚会長、十代の磯部、
そして藤田現会長と一緒の写真でした。川合さんのロー
タリーへの思いが強く伝わってきました。
田島幹事 今朝、ランニング中に安江さんのお店の前を
通った時、そばを「制作中の安江さんに手を振っていただ
きました。ありがとうございました。
池井戸さん 今日は委員会卓話をさせていただきます。
よろしくお願いします。
●本日は「ロータリー研修」について委員長会議の報告
をしていただきます。ロータリー研修副委員長の池井戸
貞夫さん、よろしくお願いいたします。
藤野、西垣、金子、岩田、若原、松尾、成田、水野、堀江、
中嶋、後藤、柴田孝一、大岩、西川、渡邉、長谷川、河原
（敬称略）
●100％出席未達成
大塚さん
本日合計 ５８，０００円

幹事報告
１． 本日、夜１８時より第一回ロータリーミーティングが
開催されます。該当の方は出席お願いいたします。
２． 次週は「ガバナー補佐訪問」です。多数のご出席を
お願いいたします。

委員会卓話
「ロータリー研修」
ロータリー研修副委員長 池井戸貞夫

田中作次 ＲＩ会長メッセージ
（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）
「心に残るロータリー体験」
ロータリアンの皆さん、ロータリ
ーって何ですか。私がロータリア
ンにこの質問をすると、いつも曖
昧な答えが返ってきます。実は
私自身も、この問いについて考
え込んでしまいます。8 月はロー
タリーの会員増強および拡大月
間です。ロータリーとは何か、な
ぜロータリーに入会したのか、皆
が統一したメッセージを発信でき
るようになることを願っています。
会員を増やす鍵は、一人ひとりのロータリアンが、ロ
ータリアンになって良かったと納得し、他の人たちに情
熱を伝えることです。ロータリアンは謙虚で、自らが達成
したことをひけらかしたりはしません。しかし、私たちは、
自らの信念と熱意を、身近な人々、そして世界の人々に
伝えていかなければなりません。
ロータリアンなら誰しも、自分にとって特別な意味の
ある経験があるかと思います。これを、「ロータリー・モメ
ント（心に残るロータリー体験）」と呼ぶ人もいます。この
ような経験を分かち合うことは非常に大切なことだと私
は信じています。事実や数字だけでは、それ以上のこと
は相手に伝わりません。しかし、個人的体験は、相手の
心に訴え、友情を築く力があります。
こうした理由から私は、個人的体験に基づくメッセー
ジの例、つまり「ロータリー・モメント」をいくつか用意する
ことに決めました。「ロータリーとは何か」と尋ねられた時、
皆さまの個人的な体験を伝える 1 分と 3 分のメッセージ
を使うことができます。自分が参加したプロジェクト、地
域社会への影響がどのようなものであったか、また自分
にとってはどのような意味があったのかについて話をす
るのに役に立つでしょう。
力強いロータリーを築くには、より多くの会員が必要
です。しかし、今いる会員がロータリーという組織の恩恵
を確信することなく、その情熱を伝えることができなけれ
ば、ロータリーが拡大しても意味あるものにはなりませ
ん。

一人ひとりがロータリアンであることに充実感を覚え、
明確で統一されたメッセージを発信することができれば、
すなわち、世界中のすべてのロータリアンがおのおの広
報の担当者になることができたとしたら、それらの一つ
ひとつが結びつき、蓄積して、計り知れないほどの効果
が表れるでしょう。このようなメッセージの例は、自らの
熱意を明確に相手に伝えていく手助けになるでしょう。そ
れは、会員の増強と維持にもつながるはずです。
このメッセージは、ロータリーのウェブサイト
（www.rotary.org）でご覧いただくことができます（本誌横
組みＰ54 参照）。また、会員増強用の資料は、
shop.rotary.org で注文することもできます（国際ロータリ
ー日本事務局でも注文できます）。
人生の目的は、互いに助け合い、社会に貢献するこ
とだと私は信じています。ロータリーがいったんこれらの
例を使い始めれば、世界は、支援の手を差し伸べるロー
タリーの存在を、より明確に認識してくれるでしょう。ぜひ、
皆さんのロータリー・モメントを、ロータリアンはもとより
ロータリアン以外の人にもご紹介ください。

ハイライトよねやま（１４８号 WEB より抜粋転載）
２．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。
４．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。
☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎８月３０日（木） 第８２４回例会 「ガバナー補佐訪問」
◎９月６日（木） 第８２５回例会 クラブフォーラム
「新世代サミット報告」 若原正幸新世代奉仕委員長
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆

