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第 1893回例会 201５年8月 4日（火）(天候) 晴れ №5 
点鐘 

開会 

国歌 「君が代」 

ロータリーソング「我らの生業」 

「４つのテスト」SAA 「理念」幹事 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介  

NPOハイファイブ代表 畑中様 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告- 

-幹事報告- 

・会員名簿の校正が来ています。お手数ですが、

今一度回覧の上、了承または訂正依頼のサインを

お願いします。 

・６月２５日に開催した会員増強セミナーの議事

録が地区より届きました。 

ご興味ある方は事務局にお声がけください。担当

委員長の横田会員にはメールで転送してありま

す。 

・地区補助金・グローバル補助金説明会及び補助

金管理セミナーのご案内が地区より届きました。

地区補助金の説明会に石田会員が出席予定です。 

・8月のロータリーレートは1ドル124円です。 

・END POLIO NOW キャンペーン 遊行の盆 

募金合計金額は、￥８８，８８２円でした。 

・8 月の特別月間の名称が変更になったと連絡が

あ り ま し た 。 「 会 員 増 強 ・ 拡 大 月 間 」 

“Membership and Extension Month”から

次のようになりました。→ 「会員増強・新クラブ

結成推進月間」 “Membership and New Club 

Development Month” 

・7/27（月）に開催致しました、＜女性会員の

集い＞での瀧澤GAの挨拶文が幹事クラブの南ク

ラブからとどきました。 

・地区より、田中作次様からの贈呈の書籍および

「2016-17 年度国際ロータリー第 2780 地区

3つのロータリー奨学金パンフレット」が届きま

した。共に事務局にお問い合わせください。 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  なし 

配偶者誕生日 なし 

-委員会報告- 

「ロータリーの友」加藤信忠会員 

「うらと菜の花プロジェクト」の報告 畑中様

-スマイル- 

【小柴 智彦 会長】 

誕生日のお祝い、ありがとうございました。また、

移動例会では暑い中、大変お世話になりました。

畑中様ようこそ。 

【田中  繁 会員】 

畑中さん、遠い所わざわざ来て頂いてありがとう

ございます。 

【石田 能治 会員】 

先日は誕生祝いありがとうございました。75 歳

になりましたが今後共頑張ります。 

【林  葉之 会員】 

先週火曜日にフィリピンより帰国しました。今回

は新しいプロジェクトの場所を視察してきまし

た。マニラから飛行機で1時間くらいの場所でツ

ゲガラオという場所です。ジャングルをわけいっ

て水源の確認をしてきました。後日詳しいプロジ

ェクト内容の説明をさせていただきます。よろし

くお願いします。 

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率 

7月 21日 ３6 (３3） ２4 11 ６８．５７   ３ ８１．８１ 

8月 4日 ３6 (３3） ２５ ８ ７５．７５   

2015～2016



5月21日に 金沢らしく派手に和と洋の接待で

す。次に東村山RCの第3例会はうどんの日です。

その他、水戸西・名寄・赤穂・川本・多治見・京

都平安RCなど数々の例会の紹介です。 

17 ペーシ  「地球の反対側でロータリーを樂

のしむ」 

6月6日から９日までのサンパウロ国際大会の活

動報告です。当クラブでは既に山口会員が出席さ

れまして、詳細のご報告が有りました。有り難う

ございました。 

22 ページ「心は共に」今も続いている東日本大

震災のロータリークラブの支援活動の詳細です。 

今年の3月15日、岩槻東RCでは福島産海産物

のチャリティーの朝市を開催しました。地区の浜

野ガバナー、森田パストガバナーも応援されまし

た。名古屋大須RCは「東日本チャリティーコン

サート2015」の開催。又、東京麹町RC、柳井

西RC、せせらぎ三島 RCも支援活動です。。

 34ページです。世界のロータリーニュース 

フィンランド・ケニア・ベトナム・フィリピン・

ドミニカなのロータリーニュースです。 

40 ページは、ロータリーの友、二神編集長から

です。 

今度「会員コーナー」が出来ました。 今月も、

又、ウエブサイトからから、新しいコーナーを紹

介したいと思います。まず「MY ROTARY」に

アクセスして下さい。どこを見たらいいか分から

ない方はとりあえず、「会員コーナー」にアクセ

スすると、一目瞭然で、皆さんが使うページや知

りたいことが分かります。 

47 ページにはパズルのクイズのページが出来ま

した、挑戦してください。 

縦のページです。2月22日の第2710地区の IM

の基調講演の要旨です。講師は下関教育委員会教

育長 波佐間 清氏    表題は 「出会い、

感動、夢への挑戦」 

講演要旨です。下関市の教育基本方針は「命きら

めき、未来を拓く」です。 

今、下関市では、全少中学校をあげて「コミュニ

ティ・スクール」に取り組んでおります。先日も

郷土の詩人、金子みすずの心の琴線に触れる講演

会をして頂き、会場に感動の渦が巻き起こりまし

た。 

私は「こころを育くむ」事を目的とした「下関市

いのちの日」を制定しました。そして下関未来塾

を開催しています。講師は、助産婦の先生が、「生

の反対は死ではない」次に中村先生、「人間は学

力だけではない」腰塚先生は、「スキー事故で全

身麻酔をした話」など、子ども達は涙をいっぱい

ためて聞き入っていました。 

-「ロータリーの友紹介」- 

ロータリーの友 平成 27年８月号の抜粋 

雑誌 R情報委員長加藤信忠 

左のページからご案内します。RI 会長KR,ラビン

ドラン氏のメッセージです。 

標題は 「最高でなければ良いとは言えない」 

プラスチック製のカラフルなオモチャのブロッ

ク「レゴ」の考案者で知られているデンマークの

大工クリスチャンセンの壁には木製の板に次ぎ

の言葉を刻んでいます。「最高でなければ良いと

言えない」 

レゴ社の歴史によると、始めのアヒルはブナの木

製でニスを3回塗ったそうです。それを或る時息

子のゴッドフレッドが 2 度しか塗らないで出荷

した、父のクリスチャンセンは失望して直ぐ取り

戻して中のアヒルを全部取り出して、三度目のニ

スを塗らして出荷したそうです。現在も、レゴの

品質の高さは定評があり、世界でも人気のオモチ

ャヤです。その陰にはイノベーションとしてのこ

だわりが寄与しているのです。この事業方針に、

ロータリーは学ばなければいけない。 

国際ロータリーのゾーン、地区、クラブのリーダ

ーは各種報告義務を、ロータリークラブ・セント

ラルに活動状況を入力しています。それにはクリ

スチャンセンが質の劣った製品の出荷を拒んだ

ように、私達も自らの仕事やロータリーでの活動

に、高水準を維持しなければいけません。 

さて、ロータリーが提供する製品とはなんでしょ

うか、それは木製のアヒルでものプラスチック製

のブロックでも有りません。教育、水、保健、平

和であり、希望、そして人生そのものであります。

私達の仕事も「最高でなければ良いとは言えな

い」のです。「世界へのプレゼント」になるため

に最善を尽くすことを、どうか忘れないで下さ

い。 

７ページです。ロータリーの8月は、会員増強・

拡大月間です。 

会員を増やすと云うことは、ロータリーが奉仕活

動を続けるためです。ロータリーは常に成長し続

ける必要があるのです。だから会員は増強しなけ

ればいけません。 

8ページです。世界の主な地域の女性会員の割合

と、世界の1クラブ当たりの平均会員数です。 

 そして、その横に日本の会員数の推移です。国

別の会員数のランキングも参考にしてください。 

11 ページからオープンロータリーで、各地のち

ょっと変わった、例会のエピソードです。 

始めに11人の会員候補を招待した金沢百万石ロ

ータリークラブの特別例会です。 



この様に異色の先生で構成してお話しをして頂

きます。私は自分の天職、使命を果すべく、 「学

び続ける教育長」として生きたいと思います。・・

と 

縦の 9ページです。わがまち・・・そしてロータ

リーの欄です。今月は、鹿児島県指宿ロータリー

クラブの紹介です。 

「東洋のハワイ」と言われているそうです。今林

元会長は、税理士事務所を経営して指宿商工会議

所の現会頭です。2730地区のガバナーも務めま

した。クラブの創立は東京オリンピックの翌年だ

そうです。この度の取材の翌日は、記念式典で、

全員アロハシャツでした。4月から市長がアロハ

宣言したのです。市民は勿論、役所も銀行もアロ

ハシャツが制服になるのだそうです。 

縦の１３ページは友愛の広場です。金沢香林坊

RCの中川会員が、明治天皇のお歌「四方の海、」

昭和天皇のお歌「身はいかにとも」の両御製を紹

介しております。 

18 ページから卓話三題 神戸市北 RC の堀内内

科院長茅園会員「水と健康」熱中症の脱水の危険

なわけが分かります。浜松RCでのフリーアナウ

ンサ牧野光子氏「温泉雑学」お風呂で一年に1万

4千人もの人が亡くなるそうです。何故か。高知

県立牧野植物園、園長水上元氏「薬草利用の基礎

知識」以上、今月の抜粋をしてみました。 

加藤会員 

-直前会長・幹事記念品贈呈- 

2014-15 年度の横田佳代子会長と山口俊明幹

事に小柴現会長より、記念品が贈呈されました。 

-卓話- クラブフォーラム

各委員会ごとに活動計画についてなど。 


