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第2061回（本年度　第9回）例会　平成27年9月2日　－晴れ－

●司　会　　中村　　孝ＳＡＡ　

●点　鐘　　竹田　正和会長

こんにちは。いよいよ９月に入りました。あとしばらく

すると本当に秋が来るのかな、と思っております。

●斉　唱　　国歌斉唱　　我等の生業

　　　　　　　　　　　　　髙濵　玲奈ソングリーダー

９月入会祝い　　　　　　　　　沼田　直輝親睦委員長

　長島　　亨会員　昭和48年9月 5日

　久保　博和会員　平成11年9月 8日

　矢野　清久会員　平成15年9月24日

会員の誕生祝い

　宮山　光男会員、炭谷　博功会員、白石　浩司会員

　秦　　琢二会員、小林　勇次会員、飯塚　元明会員

　竹内　祥晴会員、永松慎太郎会員、髙濵　玲奈会員

　仲川　文則会員

奥様の誕生祝い

　布川二三夫　奥様　良　子様

　宮山　光男　奥様　富　枝様

　安藤　賢一　奥様　和　子様

　倉成　保巳　奥様　照　子様

　渡辺冨士夫　奥様　初　子様

　飯塚　元明　奥様　百合子様

　出井　宏樹　奥様　さち恵様

　猪狩　佳亮　奥様　千　佳様

会長報告　　　　　　　　　　　　　　竹田　正和会長

外にでると太陽がぎらぎらとしているのではないかなと

思います。今朝6時30分に会社についた時には大雨でし

た。合羽を着て砕石を積み込みましたが、とんでもない

雨だなと思って、少し苦労しました。

会長報告３点させていただきます。

①ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）への入会のお願

い。回覧をさせていただきます。

当クラブでは牛山裕子会長エレクトが創立メンバーにな

っています。毎年1000ドルの寄付が条件になっていま

す。

是非とも参加いただければと思っております。

②学校便り、川中島９月が届いています。回覧をさせて

いただきます。

③米山100円募金、11,000円皆様からいただきました。

8月27日に送金しましたことをご報告いたします。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

・他クラブの例会変更を回覧をさせていただきます。

・ポリオ撲滅チャリテイゴルフ大会の案内を回覧をさせ

ていただきます。

・2012-13年度露木ガバナー年度のGSEの報告書が届きま

したので回覧させていただきます。

・今年度青少年交換の募集がきています。ポスター掲示

していますのでご覧ください。対象者は中学3年生から
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出席報告　　　　　　　　　　　髙濵　玲奈出席委員長
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％
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修正出席率

応募ができますので、応募の方お願いいたします。

・スクアードストレートの出欠回覧いたします。

・本日ロータリーの友、ガバナー月信を配布しました。

・本日理事会がございます。出席対象者の方は13時45分

より会議室で行いますのでご参集願います。

メークアップ：岩井会員、松本会員、松井会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　須山　文夫幹事

松井昭三会員

禁煙３ヶ月経過しました。心の葛藤は有りましたが未だ

頑張れそうです。

岩井　茂次会員

夏休みも取れずに９月を迎えました。シルバーウイーク

は携帯の電源切って休もうかと思います。

ロータリーの友精読、皆様よろしくお願い致します。

中村眞治会員

スポーツの秋です。当クラブ野球部　この秋行事が「め

じろおし」です。

ご支援ヨロシクお願い致します。

竹田　正和会長

・まだまだ暑い日もあると思うので皆様油断しないで下

さい。

・ロータリーの友精読タイム、岩井委員長よろしくお願

いします。

本日のニコニコのテーマ

「ロータリーの友精読２回目です。岩井さんご指導お願

いします。」　

小林　勇次会員、船木　幸雄会員、磯田　　稔会員

細谷　重徳会員、石渡　勝朗会員、宮沢　和徳会員

黒澤　　穣会員、出井　宏樹会員、竹内　祥晴会員

伊藤　佳子会員、水口　　衛会員、沼田　直輝会員

牛山　裕子会員、鈴木　幹久会員、渡辺冨士夫会員

白石　浩司会員、野澤　隆幸会員、鈴木　昇二会員

　　　　　　　　　　　　　　　合計　３３,０００円
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委員会報告　　　　　　　　　　　　中村　　孝ＳＡＡ

社会奉仕委員会　　　　　　　　　　船木　幸雄委員長

今年の春先から地域の人たちと話し合いをしながら交通

安全の打ち合わせをしていました。今月9月17日に川中

島小学校で地域のコミュニテイの人とロータリーと共に

行います。

参加人員は当初650名くらいでしたがもう1,000人を超え

るだろうという事を聞いています。当クラブからでも1

人でも多く参加していただきたいと思っています。

内容は時速40km位で自転車と自動車の衝突、自転車の悪

い乗り方、歩行者道路での自転車のすれ違い事故、見通

しの悪い交差点での事故、バイクと自転車等ありますの

で是非17日よろしくお願いします。

スタートが10時50分、終わりが11時35分になっています。

クラブ研修委員会　　　　　　　　　鈴木　昇二委員長

①お詫び。先週の年間スケジュール配布しましたが誤り

がありました。

　　誤）蓑田ガバナー　→　正）箕田ガバナー　

資料の修正をお願いします。

②8月25日　第1回研修会を開催。

テーマ「ロータリーについてわからないこと、いいたい

こと、楽しいこと、つまらないこと、提案したいこと」

について。3年未満の出席者は7名、竹田会長以下我々3

名の出席者での開催しました。

【ロータリーでわからないことは？】

・解らないことが解らない

・敷居が高いイメージがあった

・解らない単語が多い

・寄付の使い道がよく解らない

・青少年関係がよく解らない（RA、IR、YEなど）

【楽しかったこと、うれしかったこと？】

・自分が変わるきっかけになった

・人と出会えること（様々な職業の方）

・例会に来るのが楽しみ

・文章より会話の中で学ぶ

・声掛けがありがたかった

・美味しい良いお酒が飲めた

・奥様への誕生日プレゼント（お花）が非常にうれしか

った

・ロータリー活動について少しわかったような気がする

・いろいろな職業の方と話ができた

・家族の理解が得られるようになった

別の設問

・気が付いたら入会していた

・ロータリーとライオンズがもっと情報交換があっても

いいのではないか

・地元で活動している人に目を向けていただければ…
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ロータリーの友3ページ　横山　俊夫会員読み上げ

RI会長メッセージ

「ロータリーグローバルリワードで賢く働く」

今こそ道具を…ここの部分です。

うちのクラブ近年、ここに向かっている気がしますが、

いかがでしょうか？

ロータリーの友8ページ

ロータリーの友　創刊の頃

創刊のころということで創刊25周年記念座談会。1976年

の座談会が書いてありますので、ご興味のある方読んで

みてください。ロータリーの友どんなことで出来あがっ

たのかということが書かれています。

ロータリーの友12ページ　鈴木　昇二会員読み上げ

基本的教育と識字率向上　

ロータリーには6つの重点分野がありますが今月の重点

分野です。

日本の中で字が読めない、書けないという人はそういな

いようになっているかと思いますが、世界各国では全世

界で考え方や国ごとの文化の違いもあり、教育が行き渡

らないというところで、それに対しても活動を行ってい

るというところがロータリーです。

先ほど研修委員長の方から「何がわからないかがわから

ない」「ロータリーって何をやっているのかわからな

い」といったところがありますが、こういったところを

読んでいくと、ロータリーってこういう事をやっている

んだなとわかっていただけると思います。

ロータリーの友　28ページ　猪狩　佳亮会員読み上げ

「ロータリー希望の風奨学金」広がりを見せる活動の輪

ロータリーの友　32ページ　猪狩　佳亮会員読み上げ

ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識

－寄付金・財政編－

内容の方は盛りだくさんで固い文言も多くなってきたか

なと思います。また委員会の勉強のときなども含めて知

識を深めていただきたいと思います。

ロータリーの友38ページ

エバンストン便り、RA本部からの便り

国際大会カウントダウン　K-POPを聞こうの記事です。

来年開かれる国際大会、今年の12月15日が早期登録によ

り最大割引の締切日になっています。

12月15日までは米ドルで310ドルで登録できます。期間

過ぎて来年4月以降になると130ドル上がって440ドルに

なります。

隣の国韓国で行われるので、参加されるかたは、是非12

月15日までに310ドルでお申込みください。

米山記念奨学会のところに戻りますが、普通寄付金、今

年度お支払いいただく方当クラブは1名5,000円というこ

・子供のことにもっと目を向けた活動を

などという意見がありました。2時間でしたが大変楽し

く皆様活発に意見をいただき、ありがとうございました。

次回は9月16日　例会終了後　会議室で30分～1時間程度

行います。今度は具体的な研修があるかと思いますので

奮って参加いただきたいと思います。

親睦委員会　　　　　　　　　　　　沼田　直輝委員長

9月30日19時集合、19時30分より夜間移動例会を計画し

ています。

数多くの皆様の出席をお願いしたいと思っております。

地区米山奨学金増進委員会　　　　牛山　裕子副委員長

いつもご協力いただきありがとうございます。

「寄付の使い道が解らない」先ほどの100円募金いただ

きました。

これは何に使うか？奨学金ではないんです。

皆様は米山梅吉会館にいらしたことない方いらっしゃい

ます？

この会館は静岡県駿東郡長泉町上土狩346-1にあります。

この建物を維持するために、維持する会の会費のほかに

皆様からの100円募金によってこの会館を維持させてい

ただいております。

そしてさらに先月号のロータリーの友、今月号ロータリ

ーの友でこの米山について書かれています。

ロータリーの寄付の中のひとつでロータリー米山奨学と

いいます。

米山奨学寄付には普通寄付と特別寄付があり、併せて全

額奨学生の奨学金に使われております。寄付いただいた

米山奨学を地区の運営をするとか、日本の米山の財団を

運営するとかといったものには一切使われておりません。

そのままストレートに奨学生にいっておりますのでご理

解をいただきご寄付いただきますようお願い申し上げま

す。

ロータリーの友　精読　　　岩井　茂次雑誌広報委員長

第2回のロータリーの友精読の時間をむかえさせていた

だきました。

前回、第1回目をやらせていただきながら第2回を楽しみ

に思っていてくれる人がいるのか？　或いは、またかよ

と思われているのかな？　と思いながら今月も精読の方

を進めさせていただきたいと思っています。

今日ニコニコでご指導をお願いしますと書かれていたの

ですが、ご指導などというものではなく、皆さんより1

週間早く手に入れて、全文を読んで皆さんにこの30分ど

ういう記事がいいかピックアップする。

そんなところで進めさせていただきます。今日も盛りだ

くさんですのでよろしくお願いします。

本日この和歌山県の棚田が写っている青空のページ数か

ら申し上げます。
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ロータリーの友　64ページ　

友愛の広場　ギフトになろう　桑名西　鶴田　正道

この記事、今月の一番の投稿かなと思います。鶴田さん

は中部大学の特任教授ということで、このような資料ご

ざいますが事務局の方にロータリー精読の資料として残

しておきたいと思います。

今月もご精読、ご協力ありがとうございました。

●点　鐘　　竹田　正和会長

今日は岩井委員長はじめ、横山パスト会長そして、鈴木

昇二パスト会長、そして猪狩会員と本当にありがとうご

ざいます。

少しずつですがロータリーのことがわかってくれればい

いなと、こんな風に思っております。とです。

特別寄付金は2万円ということで会費と一緒にお支払い

ただく方にはご負担いただいております。自分は何に払

っているんだろうという方はぜひここをお読みいただき

たいというふうに思っております。

最後にご紹介させていただきたい記事だけ読まさせてい

ただき終わりにしたいと思っております。

　第３回　ロータリーの行動規範 全８回

職業奉仕（VOCATIONAL　SERVICE)
職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきである
という認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものであ
る。会員は、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行う。

ガバナー公式訪問出席のお願い
ロータリークラブの公式行事でありますガバナー公式訪問が下記日程にて行なわれます。箕田　敏彦
ガバナーをお迎えし、当クラブの活動計画に関する講評や地区重要課題について卓話いただきます。
当クラブ竹田年度の最重要公式行事として会員皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い致します。当日
は多くの会員皆様と箕田ガバナー・小林ガバナー補佐をお出迎えしたいと思いますので、全員の出席
を重ねてお願い申し上げます。

日　時：平成２７年９月１６日（水）１２時３０分～１３時３０分
場　所：大本山川崎大師平間寺信徒会館地下例会場

タイムスケジュール
12:30～13:00　通常例会　　　　　　　　　　　　　　　　　　例会場　
13:00～13:25　卓話　箕田　敏彦ガバナー　　　　　　　　　　例会場
13:30～13:35　記念写真撮影　　　　　　　　　　　　　　　　信徒会館前

記

ロータリーの行動規範　(Rotary　Code　of　Conduct)
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。　
　3)高い倫理基準を奨励し、助長しながら、個人的活動および事業と専門職における活動のすべてを
　　倫理的に行うこと。

日時：平成２７年９月１６日(水)は

　　　通常例会です。

　　　ガバナー公式訪問

　　　第2590地区ガバナー　箕田敏彦様

秦　琢二／坂東　保則／水口　衛／松本　和晃
クラブ
会　報
委員会


