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卓話米山月間 職場例会 理事役員会 11：30 祝福

米山奨学委員長 メガソーラー武豊 クラブ協議会 13：30 卓話

例

会

予

定 中島 実君 卓話ロータリ財団

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎

幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川

事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」

・今月の歌 「里の秋」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 姉妹提携報告

・卓 話 自己紹介 森田 誠君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

里の秋

静かな静かな 里の秋

お背戸とに木の実の 落ちる夜は

ああ 母さんとただ二人

栗の実煮てます いろりばた

今月の祝福

会員誕生日

17日 足立 治夫君 30日 高木 修君

夫人誕生日

3 日 清水 勲君・政子さん

30日 加藤 宗生君・典子さん

結婚記念日

3日 塚本 兼光君 5日 小島 啓冶君

9日 松尾 隆徳君 11日 山口 由起君

18日 伊藤 正之君 18日 社本 太郎君

19日 岡田 義邦君 22日 磯野 俊雄君

２０１２年１０月１２日（金）第２１１１回（１０月第２例会）

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

今週のウイークリーに「春日井ロータリーあし

ながおじさんプログラム」についての報告をさせ

ていただきました。ほぼ、このプログラムは完了

したことになります。来月、１１月１４日から１

７日まで、セブ島を訪問します。今回は私の仕事

もありますが、１、あしながおじさん奨学生に直

接会って、奨学金を渡すこと。２、セブロータリ

ーの例会を訪問して、春日井ロータリーが計画し

ています、「セブ島の小学校へ水洗トイレ寄贈」の

説明とセブロータリーの協力を得る。この二つが

目的になります。今度の水洗トイレ寄贈計画では、

ＩＲのグローバル資金の補助金をいただく計画で

す。そのためには現地のロータリーの協力が必要

条件になっています。先回のセブ島訪問時に、打

診をしましたが、セブロータリーのご協力をいた

だけるとのことでした。

１ヶ月以内に春日井ロータリーのあしながおじさ

んへ写真と感謝の手紙が届くと思います。少し説

明不足でしたので、補足をさせていただきます。

フィリピンは中学校、高等学校の制度はありませ

ん。小学校６年が義務教育で、小学校の後は高等

学校になります。高校は４年間です。奨学生は高

校の２年生を対象にしましたので、日本では中学

校の２年生になり、１３歳、１４歳の学生です。

手紙が来たら、どうか春日井ロータリーあしなが

おじさん（あしながおじさんには私を含めて、少

し抵抗があるんですが）は、例会で奨学生の手紙

の内容を披露していただきますようにお願いしま

す。きっとすばらしい内容の手紙が来るのではな

いでしょうか。



来週の月曜日から台湾東港ロータリーへ行きます。

目的は、姉妹ロータリー締結更新のためです。総

勢１１名の訪問団になりました。１９９１年１１

月５日に姉妹提携をしました。今年は丁度２０年

目になります。東港ロータリーのメンバーもかな

り変わったとのことです。若い会員が増えている

ようです。東港ロータリーを訪問しますと、大歓

迎をしていただきます。２０年目にして、高雄で

なく始めて、東港のホテルに宿泊することができ

ました。

なにか友好的で、具体的な活動を考えていますが、

なかなかアイデアが浮かびません。なにか良い考

願いします。来年は、春日井ロータリーの４５周

年を迎えます。そのＰＲを含めて、友情を深めて

まいります。

「10月 11日は初めての国連・ガールズデー」

春日井ロータリーは、国連のガールズデーに合わ

せた活動を行なっています。

それは、セブ島の 13歳から 14歳の生徒に奨学金

を行なっているからです。

下記は、10月 6日の日経新聞の記事の一部です。

Kara : Those Vietnamese girls are doing nail art.

It’s a girl’s dream.

Coco : Yes, but they can’t go to school because

they are too poor.

Kara : So they are learning how to work.

Coco : Right. This October 11th is the first U.N

“Day of the Girl Child”.

A major NGO is putting a lot of effort into

organizing it.

Kara : Many events will also be held here in

Japan.

Coco : Japanese people want to celebrate the day

and support children living in poverty.

からすけ ： あのベトナムの女の子たちはネイル

アートをしているね。女性のあこがれだね。

コ コ ： そうよ。でも彼女たちは貧しいから

学校に行けないの。

からすけ ： それで働き方を学んでいるんだね。

コ コ ： うん。今度の 10月 11日は、初の国

連「ガールズデー」よ。

有力な NGOが積極的に働きかけたの。

からすけ ： 日本でもいろいろなイベントが開か

れるね。

コ コ ： その日のお祝いと貧困の子供たちの

支援のためにね。

＜2012 年(平成24年)10月6日(土曜日)日本経済

新聞 P.20より抜粋＞

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

開始貸借対照表及び９月収支表 可決承認

事務局ﾘﾆｭｰｱﾙ総費用について 可決承認

春日丘高校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ年次大会参加費用(45 名

Ｘ3,000)135,000 拠出 可決承認

山田 治会員休会届(10 月 1 日から 12 月末日)

可決承認

地区内交流の一色RC例会訪問11月22日(木)につ

きﾊﾞｽ代費用拠出 可決承認

指名委員会構成メンバー（内規 2-1）による選出

について

指名委員会構成メンバー（内規２－２により）

清水 勲君・松尾 隆徳君・山田 治君・社本太

郎君・風岡保広君名畑 豊君・屋嘉比良夫君・志

水ひろみ君以上 8名。可決承認

春日井祭り協賛金について 可決承認

第 53回春日井市菊花大会にかかる賞の交付

可決承認

11 月 10 日(土)新地区補助金事業の「福祉のつど

い」は 11月 16日の例会変更

平成 25年度春日井緑化推進協議会役員に春日井ﾛ

ｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長の就任依頼

任期は平成 24年 9月 30日から 2年間

◎例会変更

名 古 屋 名 北 １０月２４日(水) １０月２３日（火）

ＲＣ 合同夜間例会の為 アパホテル

犬 山 １０月２３日(火) １０月２５日（木）

ＲＣ 職場例会の為愛知県警警察本部

名古屋空港 １０月２２日(月) １０月２２日（月）

ＲＣ 東北復興支援ツアーの為

愛知長久手 １０月２３日(火) １０月２３日（火）

ＲＣ 例会場都合の為トヨタ博物館

あ ま １０月２２日(月) １０月２２日（月）

ＲＣ 家族会の為

尾 張 旭 １０月１９日(金) １０月１９日（金）12：30

ＲＣ 職場例会の為東尾張病院

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５１名 欠席 22 名 出席率70.7%

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率96%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○卓話をさせていただきます。 近藤 太門君

○卓話を聞かさせていただきます。名畑 豊君

○近藤さん卓話たのしみです。 峠 テル子君

○近日中に行われるハートシティ中濃の杜、ハー

トピアランド小牧の杜の入札が予定価格で落札

されるよう願ってます。 小川 長君



○太門さんの卓話 楽しみにしています。

宅間 秀順君

○いつもお世話になります。 森田 誠君

○近藤太聞君の卓話 楽しみにしています。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 磯野 俊雄君

梅田 英夫君 大橋 完一君 太田 弘道君

岡田 義邦君 亀谷 鉦一君 加藤久仁明君

加藤 茂君 風岡 保広君 加藤 宗生君

貴田 永克君 小島 啓冶君 志水ひろみ君

清水 勲君 社本 太郎君 高橋 理恵君

中島 宗幸君 成瀬 浩康君 長谷川英輝君

林 鑛三君 林 憲生君 屋嘉比良夫君

森田 誠君 大畑 一久君

卓話 近藤 太門君

去る 8 月 28 日に行われました RI2760 地区内

職業奉仕委員長会議のご報告をさせていただきま

す。

開始は定例の地区幹部のそれぞれのご挨拶で始ま

り、その後、今年度地区職業奉仕委員長の「ロー

タリーの職業奉仕について」の村井総一郎氏の講

演がありました。

講演では、ロータリーの 4 大奉仕中最も分から

ないのが、職業奉仕だと大半の会員の方が思って

おられる事とでしょう? そこで

職業奉仕といわず「職業サービス」と言い換える

と、クラブは本来仲間同士の内向きですが、「他人

の立場を考え、他人のためになるように尽くす事」

すなわちサービスと考えると、おのずと外へのサ

ービスになると考えます。1.適正な価格 2.経営

者・従業員の接客態度 3.品揃え 4 公正な広告

5.取扱商品に対する知識 6.アフターサービス

等を総合した概念がサービスの基軸なると思いま

す。さらに四つのテストの

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるかどうか

この言葉につながって来るとおもいます。1991

年の世界大会での提唱は「最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」又、かの、二宮尊徳翁は 「奉

仕の前に人間修業が優先する」と言う言葉を遺さ

れています。

地区委員長会議資料から抜粋

卓和 近藤 太門君

新事務所風景




