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第８７０ 回 例会Ｎｏ．９ 平成 ２５年 ９月５日（木） 晴

クラブフォーラム＝新世代のための月間＝

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「君が代」「奉仕の理想」

■ 出席報告 会員４３名中２３名出席

■ 出席率

■ 修正出席率
■ スピーカー

５８.９７％   出席計算人数３９名

８月２２日  ９４.７４％

地区 RA 委員長 寺本善雄様

名古屋中央 RAC 会長 深谷 元様

会長挨拶               

皆さんこんにちは、昨日の豪雨、道路の冠水したところ

が多くありましたが大丈夫でしたか。

和暦 24節気では 9月 7 日は白露（朝夕草木に露）です。

地区ローターアクト委員長寺本善雄さん、

名古屋中央ローターアクトクラブ会長深谷元さん、

ようこそいらっしゃいました心から歓迎いたします。

十文字織栄さん入会おめでとうございます。

９月は青少年奉仕月間です。

本日は名古屋中央ローターアクト支援金を贈呈いたしま

す。

そして地区ローターアクト委員長寺本善雄さんに「青少

年奉仕について卓話をいただきます。

９月１日にキャッスルプラザで開かれた、青少年サミット

に加藤久明幹事、高山進青少年奉仕委員長と出席して

きました。

青少年のための奉仕プログラム

インターアクト委員会活動報告

ローターアクト委員会活動報告

ＲＡＩＲＡ委員会活動報告

そして青少年交換活動報告で帰国留学生の報告があり

ました。

青少年交換は高校生が約１年間留学先のホストファミリ

ーの家から通学してその国の文化を学ぶこと、そして若

き親善大使として役割を担います。

帰国報告では学校での様子と、ホストファミリーとのかか

わり、手巻き寿司などの料理を留学生が作ってホストフ

ァミリーに喜んでもらったり、旅行、買い物、プレゼント、

プロムと卒業式など、いろいろな経験をしてたくましく成

長していく様子などのプレゼンテーションがありました。

次の世代のために青少年奉仕はリーダーシップを養うこ

と、奉仕、国際感覚のある若者を育成するロータリーの

プログラムです。

９月の祝福
誕生日 結婚記念日

3 日 西川さんご夫人   3 日 丘 博文さん

4 日 加藤久明さん

15 日 加藤(久)さんご夫人

17 日 渡邉徹雄さん

18 日 武山卓史さん

24 日 田島陽介さん

27 日 渡邉さんご夫人

ニコＢＯＸ
地区 RA 委員長 寺本善雄 様

名古屋中央ローターアクトクラブをよろしくお願いいたし

ます。

小菅さん 本日より十文字さんが入会されました。どうぞ

よろしくお願いいたします。

十文字さん 本日より入会しました十文字です。宜しくお

願い居致します。

●本日は名古屋中央ローターアクトクラブへの支援金を

贈呈します。地区 RA 委員長の寺本善雄様、名古屋中央

RAC 会長の深谷 元様、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。

西川会長、若原、亀井、永井、高山、安江、矢野、立石、

堀江、山﨑、河原、吉田、田島（敬称略）

岩田さん 昨日の集中豪雨で被害はありませんでした

か？最近、自然災害の猛威が続いて心配です。

加藤さん 今月は私の誕生月です。お祝いを有難うござ

います。

田島さん 先週は、卓話の機会を与えていただき、ありが

とうございました。

山﨑さん しばらくお休みしてすみません。

本日合計 ３９，０００円



新入会員紹介

氏名
十文字 織栄

ジュウモンジ オリエ

紹介者 小菅 誠、西川 博

職業分類 人材派遣

生年月日 1972年7月7日

趣味 旅行、ショッピング

事業所 ㈱ OJC

464-0834

名古屋市千種区日岡町2-55

TEL052-763-1113 FAX052-763-1113                   

クラブフォーラム

「名古屋中央ローターアクトクラブ支援金贈呈」

青少年奉仕委員長 高山 進

青少年奉仕委員会事業として、名古屋中央 RAC への支

援金を贈呈致しました。

名古屋中央RAC会長の深谷 元さんよりクラブの活動報

告、また地区 RA 委員長の寺本善雄さんより地区内の各

ローターアクトクラブの特徴などお話頂きました。

第３回 理事会 議事録

平成２５年９月５日（木）12：00～  例会場

出席者 西川、永井、藤田、磯部、岩田、大岩、亀井、

高山、若原、長谷川、加藤、矢野

議題

１．入会承認の件  田中如依さん 承認

２．IM 実行委員会組織案の件  承認

３．１０月例会プログラム変更の件  承認

４．職場見学の件 承認

５．その他  

ロンＤ. バートン ＲＩ会長メッセージ

（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）

「ロータリーの新しいウェブサイト」

親愛なるロータリアンの皆さん、ポール・ハリスの有名

な言葉に「世界は絶えず変化しています。そして私たち

は世界とともに変化する心構えがなければなりません。

ロータリー物語は何度も書き替えられなければならない

でしょう」というものがあります。ロータリアンであったポ

ールがインターネットの時代をどのように考えるか、私た

ちには知る由もありませんが、ロータリーのウェブサイト

の概念について彼が言うであろうことを、私ははっきりと

わかっていると思います。ウェブサイトを持つべきだとい

うだけではなく、サイトは技術の進歩に合わせ、常にロ

ータリアンの要望に応えることのできる、可能な限り良い

ものであるべきだ、と。

自分に合わせて使う

新しい国際ロータリーのウェブサイト、Rotary.org がロ

ータリアンやインターネットを使う人ならどこにいても閲

覧できるようになることを発表できて光栄に思います。着

想から完成まで 2 年かかりました。このサイトには、皆さ

んが求めていた特徴がたくさんありますが、最も特筆す

べき改善点は、検索とナビゲーション機能です。世界中

のロータリアンの仲間とつながる新しい手段であり、皆さ

んが興味を引かれる情報を見つけることができるよう、

個人個人に合わせたものとなるでしょう。

仲間とつながる

ロータリーの新しいウェブサイトは、大きく 2 つに分けられま

す。一つはロータリー家族用、もう一つはロータリーのことを知

りたいと興味を持ってくださった方々に向けたものです。会員と

してアカウントを作成しログオンすれば、たくさんの新しいロー

タリーのツールにアクセスすることができます。全てのロータリ

アンの皆さんにぜひ使っていただきたいのは、各クラブが目標

を設定したり、進捗状況を記録したり、ある運営方法から次の

運営方法に移行する時の持続性を維持するために効率的で効

果的な方法として役立つ「ロータリークラブ・セントラル」です。

また、共通の関心を持っているロータリアンを見つけたり、話を

したりすることのできる双方向のディスカッションフォーラムを

開いたり、ロータリーグループを結成したり参加したりすること

ができる場もあります。経験やアイデアを交換し、世界中の仲

間の経験から恩恵を得ることが、昼夜を問わずいつでもできる

のです。自分たちが計画しているプロジェクトと同じようなプロ

ジェクトをすでに実施してきた人たちから直接学ぶことで、私た

ちの奉仕をより良くするための素晴らしい可能性を秘めたツー

ルです。

外部の人々にロータリーを知らせる

ロータリアンではない人にとって、この新しいサイトは、ロータ

リーの独自性とロータリーがいかに自分たちの地域社会を磐

石なものにしているかを強調することによって、ロータリーとは

何か、そして私たちが行っていることを紹介します。このサイト

を訪れた人は、ロータリーのさまざまな分野における奉仕プロ

ジェクトの写真を見てロータリーの活動をよりよく知り、ロータリ

ーと関わっていく方法を探しだすことでしょう。

ロータリーの世界を知る新しい窓に、私はわくわくしています。

皆さんにもサイトを訪れ、検索し、学んでください。 ロータリー

物語を共に何度も書き替えるために。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎９月１２日（木）第 ８７１ 回例会 「ガバナー補佐訪問」

◎９月１９日（木）第 ８７２ 回例会変更 「親睦友愛夜間例会」

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


