
第 987 回 例会 Ｎｏ．３２ 平成２８ 年３月３日（木） 晴

クラブフォーラム「ロータリー研修」

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「君が代」「奉仕の理想」

■ 出席報告 会員４９名中２６名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ スピーカー

５７.７８％   出席計算人数４５名

２月１８日 ５７.７８％

地区研修委員 藤田守彦さん

会長挨拶                会長  岩田 宏

３月の祝福
誕生日 結婚記念日

1 日 永井克昌さん

5 日 植木広次さん、

成田勝彦さん

7 日 石井里恵子さん

9 日 長谷川さんご夫人

17 日 有沢さんご主人

18 日 吉田さんご夫人

山鳥さんご夫人

安江英雄さん

23 日 石井里恵子さん

24 日 森田正樹さん

27 日 鮎川浩一さん 佐藤正樹さん

28 日 立石ゆかりさん

29 日 松本太一さん

30 日 宮崎憲治さん

ニコＢＯＸ
●本日のクラブフォーラムはロータリー研修卓話です。藤

田守彦さん、本日はどうぞ宜しくお願い致します。  

岩田会長、 、古川、成田、矢野、永井、森田、後藤、大塚

亀井、堀江、西川、渡邉、河原、水野、有沢、伊藤、安藤、

長谷川、田中、恵利（敬称略）

本日は「すこし御話」させて頂きます。亀井さん

田島さん 先日の新入会員の歓迎会、楽しかったです。

武山親睦活動委員長、有難うございました。宮﨑さん。鮎

川さん、今村さん、宜しくお願いします。

今村さん 先週は歓迎会を開いて頂きありがとうございま

した。

武山さん 先週、同僚の税理士が確定申告をすべて終わ

らしてハワイへ行くと聞いて、少し殺意を覚えました。

本日合計 ５２，０００円

会員一口メモ

「経済一口メモ」

            安藤正道

2016-17 年度地区委員会 委嘱状伝達

次年度の地区委員会へ下記の方々が出向されることにな

り、その委嘱状を岩田会長より伝達致しました。

奨学基金・学友・平和フェローシップ委員長 長谷川龍伸さん

社会奉仕委員  後藤 敞さん

国際奉仕委員  高山 進さん（欠席の為次回）

米山記念奨学委員  磯部 徹さん（欠席の為次回）

ロータリー研修 卓 話

「クラブの原点回帰」

地区研修委員会 藤田守彦

名古屋丸の内も設立２０周年を向かえました。改めて原点

に帰ってとは思います。

たとえば、今日入会した方は今のクラブの状態が当り前で

すが、以前よりみえる方は違和感があるのかもしれませ



ん。改まって思い返してみましょう。

①新しい会員の皆さんはまず「親睦活動委員会」に入って、

会員さんの顔と名前を覚えましょう。 声を掛け合う事で

コミュケーションが生まれますよ。

そして「青のたすき」を掛けましょう。 例会開始３０分ま

えに集合して受付を致しましょう。 ニコボックスは「黄の

たすき」、ＳＡＡは「赤のたすき」を掛けましょう。

②幹事さんも３０分前来て親睦委員長と例会の流れにつ

いて事前打合せしましょう

③ホームクラブを欠席した時は他クラブにてメークアップ

をしましょう。たまには良いものですよ。

④クラブアッセンブリーの時は「クラブ計画書」を必ず持参

しましょう。

⑤外部卓話を御願いした時は３０分卓話して頂く様にしま

しょう。

⑥会長さんはウィクリーに会長挨拶を掲載して下さい。「人

となり」がみえますよ。

欠席した会員も楽しみにしてますよ。

⑦新入会員さんの「講習会」を行ないましょう。

これからも不明な事が有りましたら何時でもお尋ね下さ

い。

第９回理事会議事録

平成２８年３月３日（木）12：00～

名古屋クレストンホテル 例会場

出席者 岩田、川原、森田、永井、成田、亀井、武山、後藤

議題

１．カンボジア事業の件

  診療所の支援は先方の都合で打ち切り

  次年度は就学児童支援とする。

２．その他

ロータリーミーティング 報告

ロータリー研修委員長 渡邉徹雄

第３回ロータリーミーティング

日時：平成２８年３月３日（木） 18：30～20：30

場所：サヴァサヴァ

リーダー 森田正樹

司 会  渡邉徹雄、後藤 敞

出席者 長谷川龍伸、林 昌義、堀江俊通、石井里恵子、

伊藤博行、松尾雄二郎、松本太一、水野裕善、永井克昌

西川 博、大塚義彦、武山卓史、矢野雄嗣

カンボジア事業について、Dr.テックのご逝去により現地で

の状況が変わったこともあり、各自より活発なご意見を頂

きました。また、会員増強についての問題点など話し合い

が進み、意義ある時間を過ごすことができました。

RI 日本事務局 財団室 NEWS より

ロータリー財団 100 周年

ロータリー財団は 2016-17 年度に 100 周年を迎えます。

私たちの財団は、きれいな水の提供、疾病との闘い、平

和の推進、基本的教育の提供、世界的なポリオ撲滅活

動など、多くのプロジェクトを通じて人道奉仕の最前線に

立ってきました。

≪日本の 2016-17 年度の寄付目標について≫

2016-17 年度 RRFC

第一ゾーン池田德博

第二ゾーン竹腰兼壽

第三ゾーン村上有司

ロータリー財団の 100 周年です。すばらしい“成果”を上

げるため御協力をお願いします。各地区での会合の際、

ご要請いただければ説明させていただきます。

昨年度の寄付実績を踏まえて話し合った結果、次年度

の日本の寄付目標を次の通りといたします。

◎ 年次基金

・1 人当たり 150 ドル（日本全体約 1350 万ドル）

・全てのクラブが寄付をし、寄付ゼロクラブをなくす

・ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）の推進

◎ポリオプラス基金

・1 人当たり 30 ドル（日本全体約 270 万ドル）

◎ 恒久基金

・各クラブでベネファクターまたは遺贈友の会会員1名増

◎ 大口寄付

・寄付の種類にかかわらず、一万ドル以上のご寄付を

各ゾーン 25 件（日本全体で総額 100 万ドル）

◎地区の DDF の寄贈

・DDF の 20％をポリオへ寄贈

・ロータリー平和センターへ寄贈

※DDF の 20％をポリオプラス基金へ寄贈した地区と、

1,500 ドル以上の寄付をしたクラブには、ロータリー財団

から感謝状が贈られます。

◎ロータリ財団 100 周年について地域社会の人々に知

ってもらうイベントを開催する。（ポリオの周知を計る）

【ロータリー平和センターへの DDF 寄贈のお願い】

管理委員 田中 作次

ロータリー平和センター大口寄付推進委員 北 清治

ホストエリア・コーディネーター 辰野 克彦

私たちが実現したいのは世界理解、親善、平和の達成

です。ロータリー平和センタープログラムの構想は、ネッ

トワークで結ばれた平和構築者と地域社会のリーダー

が、世界各地で紛争の予防と解決に取り組み、持続可能

な平和を実現することです。

2002 年から開始されたこのプログラムで、世界 6 つのロ

ータリー平和センター（7 大学）で学んだ奨学生は 900 名

以上となりました。

卒業後、彼らは国際的なネットワークを活かし、地域社

会や世界各地で平和や紛争解決の推進者やリーダーと

して活躍しています。

私たちロータリアンは、このプログラムを支援することで、

世界平和を妨げる問題解決に大きく貢献できます。皆様

のまわりに候補者がいましたら、是非ご推薦下さい。

また、今年度、DDF の寄贈がまだの地区は、平和への

支援をご検討下さるようにお願いいたします。

次回例会のご案内

◎３月１０日（木）第 988 回例会

「新会員卓話」 鮎川浩一さん


