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第８７２ 回 例会Ｎｏ．１１ 平成 ２５年９月１９日（木） 晴

友愛夜間例会

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「それでこそロータリー」

■ 出席報告 会員４３名中２１名出席

■ 出席率

■ 修正出席率
■ スピーカー

■ ビジター

（同日サイン受付）

５５.２６％   出席計算人数３８名

９月５日  ９４.８７％

武山卓史さん、十文字織栄さん

豊田 RC 井戸雅裕さん以下 32 名

会長挨拶               

今晩は中秋の名月です。旧暦と月の満ち欠けにはずれ

があり完全な満月となるのは今日の次には８年後だそう

です。

例会に来る前にラジオで、お月見行事でのお供えはある

町内の子供会では月見団子ではなく、袋詰めのお菓子

を２９個段ボールに用意をして、子供たちが取りに来る

のを待つとのことです。

さて9月18日水曜日19：30～20：30 ベル ファンダーズ

伏見店２F での名古屋中央ローターアクトクラブ例会に

出席してきました。

ACT メンバーは 深谷 元会長 、 小西 孝典幹事 他

6 名出席。

メインテーマ「フェアートレード（搾取のない公正な交

易）」

名古屋みなとＲＣ出席者

青少年奉仕委員長 三枝樹 明道さん

プログラム委員長 岡本 善博さん

会員増強委員   加野 治朗さん

〃          山田 胖さん

名古屋丸の内ＲＣ出席者

幹 事         加藤 久明さん

青少年奉仕委員長 高山 進さん

直前会長      藤田 守彦さん

と私、西川でした。

ロータアクトはリーダーシップを発揮できる人材の育成、

奉仕活動を目的としています。皆さんも例会にぜひ出席

していただきたいと思います。

いま、当クラブは会員の年齢のかたよりができて、出席、

ニコボックス、司会などわずかな人たちでやりくりをして

います。月に１回でも少し早く出席していただいて、この

前 磯部さんがやっていただいたように、 久しぶりのニ

コボックスの披露など、みんなでやって教えていただけ

れば、共通の会話の話題もできましょう。若い人たちと一

緒に、会話、笑顔、笑いのある、楽しい例会にしましょう。

ニコＢＯＸ
●本日は「友愛夜間例会」です。楽しく親睦の輪を広げま

しょう！

西川会長、森田、矢野、池井戸、西川、吉田、亀井、永

井、堀江、磯部、山﨑（敬称略）

岩田さん 武山さん、お誕生日おめでとうございます。

若原さん 新入会員卓話、武山さん・十文字さん よろしく

お願いします。

田島さん 先日、話題の常滑のコストコへ行ってきまし

た。今までの日本にはない施設で驚きました。皆様も一

度いかがですか？

●朝晩の空気が冷たくなりました。日中との温度差から

体調をくずされないように！

亀井、十文字（敬称略）

本日合計 ２７，０００円

新入会員卓話

武山卓史さん、十文字織栄さん



ロータリーの友

「ロータリー活動」フォトコンテスト開催！

（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）

「写真をお送り下さい」

国際ロータリー（ＲＩ）では、ロータリーの公共イメージの

向上に力を注いでいます。ホームページやパネル展な

ど、広報活動を実施している地区やクラブも多いと思い

ます。

ロータリアン以外の人たちに、ロータリーに興味を持って

もらうためには、地域社会に根差した、または海外のニ

ーズに応えた活動を行うことから始めなければなりませ

んが、それらの活動を情報として発信するためには、活

動の様子がよくわかる写真が必要になります。

しかし、「写真を使おうと思っても、いい写真がなかった」

という経験をお持ちではありませんか？ ＲＩでは、広報

活動のためにたくさんの写真を用意し、ＲＩのホームペー

ジにアップしていますが、外国のロータリアンの写真が

ほとんどで、日本でロータリーを身近に感じてもらえる写

真がありません。

そこで、2013－14 年度、『ロータリーの友』では、「『ロー

タリー活動』フォトコンテスト」を実施し、国内にあるロータ

リークラブや地区の、あらゆる方面の活動写真を集め、

ロータリーを知ってもらうためのツールにしたいと考えま

した。

つきましては、下記の要領で、2013－14 年度内に行わ

れるロータリー活動の写真をお送りください。応募の中

から優秀作品を選び、『ロータリーの友』誌に掲載します。

また、活動の様子がよくわかる写真は『Rotary Japan』に

アップして、広報ツールとして共有します。

応募要領                         

・写真は何度でも応募できます（ただし、1 つの活動に

つき 3 枚まで）。

・活動の情報を 150 字以内で作成して、添付ください。ク

ラブ名、活動日、活動場所を入れてください（制限字数に

は含みません）。

・写真使用時に、撮影者名を明記して掲載する必要があ

る場合は、その旨、明記してください。

送付方法                         

応募は、E メール、郵送のどちらでもお受けいたします。

デジタルカメラの場合、データの容量は２メガバイト

（JPEG）以上（TIFF データの場合はそれに相当する解像

度のもの）。フィルムカメラの場合、はがきサイズ以上の

紙焼きをお送りください。

応募は、201４年6月末まで受け付けますが、送付は、年

度末にまとめてではなく、活動の都度お送りください。

なお、お送りいただく場合は、メールの件名、封筒に、

「フォトコンテスト」と明記ください。

（現在、昨年度寄せられた作品の選考中だそうです。）

※事務局注

入賞作品について                   

① 掲載時にネガフィルム、ポジフィルム、デジタルカメ

ラの場合は、解像度の高いデータが必要になります（そ

れらを取り置いてください）。

② 掲載時トリミングをする場合があります。

③ 掲載に際し、賞金ならびに掲載料等の支払いはいた

しません。

④ ロータリーに関する出版物、ポスターなどに事前の

断りなしで掲載することがあります。

⑤ 原則、応募作品の返却はしませんが、要返却写真は、

その旨を送付時にお書き添えください。

ご注意ください                      

① 掲載時にネガフィルム、ポジフィルム、デジタルカメ

ラの場合は、解像度の高いデータが必要になります（そ

れらを取り置いてください）。

② 掲載時トリミングをする場合があります。

③ 掲載に際し、賞金ならびに掲載料等の支払いはいた

しません。

④ ロータリーに関する出版物、ポスターなどに事前の

断りなしで掲載することがあります。

⑤ 原則、応募作品の返却はしませんが、要返却写真は、

その旨を送付時にお書き添えください。

「ロータリー・アット・ワーク」写真編／文章編へのご投

稿と同じ活動の写真の応募もできますが、必ず別々にお

送りください。

送り先                            

一般社団法人ロータリーの友事務所

〒105－0011 東京都港区芝公園 2－6－15

         黒龍芝公園ビル 4 階

TEL 03－3436－6651 FAX 03－3436－5956 

Ｅメール hensyu@rotary-no-tomo.jp

ハイライトよねやま 162号

（米山記念奨学会ニュース WEB より抜粋）

ガバナーエレクト研修セミナーで米山をＰＲ

次年度ガバナーを対象とするガバナーエレクト研修セミナー（Ｇ

ＥＴＳ）が 9 月 3-4 日、都内で開催され、3 日の本会議において

板橋敏雄理事長と岩邉俊久事務局長が米山記念奨学事業の現

況説明を行いました。

また、同日の「配偶者プログラム」では、米山学友を代表してよ

ねやま親善大使の楊小平さん（中国／2011-12／東広島２１ＲＣ）

が 20 分間のスピーチを行いました。

楊さんは時折ユーモアを交えながら、現在も続けている広島平

和記念資料館のピースボランティアガイドや、自身で企画した

中国への平和スタディツアーなどの活動を紹介。米山奨学金の

おかげで学位を取得できただけでなく、このような活動につな

がる「奉仕の精神」をロータリアンから学ぶことができたと、ロー

タリーへの深い感謝を述べました。

「教育の大切さを日本の社会から教わりました。将来は大学の

教員となって、そこから新しい先生を育てたい」と、スピーチを

結んだ楊さんに、会場から温かい拍手が贈られ、セッション終

了後は、楊さんを囲む談笑の輪ができました。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎９月２６日（木）第 ８７３ 回例会 「ガバナー公式訪問」

    名古屋みなと RC との合同例会

◎１０月３日（木）第 ８７４ 回例会 「クラブフォーラム」

   米山月間に因んで 米山奨学生 全培糊さん研究報告

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


