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人類に奉仕するロータリー

この会報は、地球環境保全に考慮し再生紙を使用しています。

１．開会の挨拶……〈会
２．ガバナー補佐の挨拶

第2938回例会プログラム

３．各委員長による委員会計画の発表と
ガバナー補佐のご指導

［当年度＝６回目；当月＝４週目］

2016年（平成28年）８月22日㈪
１．例

長〉

４．ガバナー補佐の総評
５．お礼の挨拶……〈会

長〉

会………〈司会：プログラム委員会〉

12：28

１．チャイム

12：30

２．点

鐘……〈会

15：00

散

会

長〉

３．開会宣言
４．ロータリーソング斉唱……日も風も星も
５．歓迎の辞及びゲスト並びにビジター紹介
６．食 事
12：45

７．会長挨拶並びに会長報告
８．幹事報告
９．出席報告
10．委員会報告
11．ニコニコボックス報告
12．次週並びに次々週のプログラムの予告
（８／29）……
クラブフォーラム（出席委員会）
通年皆出席者および前年度皆出席者表彰
（９／７）……
クラブ協議会
ガバナー公式訪問
12：30～ホテルクラウンパレス知立
※９月５日（月）の例会変更分です。
あま の

12：55 13．地区副幹事挨拶………天野

けいいち

惠一 様

13：00 14．卓 話
こんどう
西三河分区ガバナー補佐 近藤

かずゆき

一幸 様

ゲ

ス

ト

西三河分区 ガバナー補佐 近藤
地区副幹事
西三河分区 分区幹事
西三河分区 分区副幹事
地区スタッフ

一幸 様（知立 RC）

天野 惠一 様（岡崎 RC）
鈴木 民也 様（知立 RC）
加藤 久和 様（知立 RC）
安福 良豊 様（岡崎 RC）

地区スタッフ
石川 勝敏 様（岡崎 RC）
米山奨学生 サエズ・アニー・アラナ 様

出

席

会員総数 93名
出席免除 24名
出席義務者＋免除者の内例会出席者

15．謝 辞
16．諸事ご案内……〈幹 事〉
17．点 鐘……〈会 長〉
13：30 18．閉会宣言

86名

欠 席 ５名
出席率 94.19％
前々回（８／１）の修正出席率 100％

会

記念写真の撮影
13：40 クラブ協議会………〈司会：会

会長・幹事懇談会

長〉

長

報

告

１）一昨日、行なわれた刈谷わんさか祭りに参加して
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まいりました。大変な賑わいでした。

家来に「切り捨てい」。早速、共の一人が刀を抜いて斬

２）米山奨学生、サエズ・アニー・アラナさんに奨学
金をお渡し致します。

りかかる。ところが刀が錆びついているうえに、剣術の
腕がまるっきりダメ。逆に、たが屋は開き直った。家来
の刀を取りあげてバッサリ。もう１人も、あわてて斬り
かかってくるところを同じくバッサリ。
ついに馬上の侍が槍を取りだした。こちらは主人だけ
あって、かなりの腕前。隙がない。橋の上で侍とたが屋の
にらみあいが始まった。周囲の町人たちも気が気じゃない。
「いやあ、あのたが屋、強いねえ」なんとか助太刀し
たいが、侍は怖いし橋の上で投げる石もない。そのうち、

３）野村重彦会員にロータリー財団より大口寄附の認
証が届いております。

誰ともなしに下駄や草履を脱いで侍にぶつけだしたが、
侍はそんなものは気にもせず、たが屋に槍を向けたまま。
さすがのたが屋もじりじりと後ろへ下がり、橋の欄干ま
で追いつめられてしまった。
たが屋も度胸をきめ、剣法の「骨を切らせて命を絶つ」
という高等技術に出て、わざと隙を作ってみせた。思わ
ずこの誘いにのった侍、ヤッと槍を突いた。そこを身を
かわしたたが屋に槍の柄をつかまれて引っ張られ、とう
とう手から槍が離れた。
その瞬間、たが屋が牛若丸ジャンプ。橋の欄干から、
侍めがけて「エイヤーッ」と切りおろす。みごとに決ま
り、侍の首が空中へポーン。
それを見ていた町人たち、思わず、「たあがやーっ」
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地区副幹事挨拶

１）本日、例会終了後クラブ協議会を大会議室で行い
ますので、理事、役員、委員長、新入会員の方はご
出席をお願い致します。

会長あいさつ

落語 “たが屋”
加藤

哲也

両国の川開き、花火見物で両国
橋の上は黒山のひとだかり。「玉屋、
鍵屋」のかけ声でにぎやかだ。そこ
へやってきたのが、馬に乗った侍。
徒歩の家来２人を引き連れ、よせば
いいのに大混雑の橋を無理に通ろう
とする。身分が違うから、町人たち
は誰も文句が言えない。
そのとき、橋の反対側からやってきたのが、往来で桶
のタガを修理するたが屋。商売の帰りだから、大きな道
具箱をかついだまま、
「すいません。まことに、どうも」
あやまりながら橋の中央。そこで侍チームと出くわした。
「寄れ、寄れいっ」道具箱を持っているから、たが屋は
身動きがとれない。おこった家来が、たが屋を突きとば
したはずみに道具箱が落ち、竹をぐるぐる巻きにしたタ
ガがビーンと伸びて、馬上の侍の笠をはねあげてしまった。

天野

卓

惠一 様

話

「ロータリーの原点」
西三河分区ガバナー補佐
近藤 一幸 様
１．2016―17年度 ジョン・ジャーム
RI会長の国際ロータリーのテーマ
“Rotary Serving Humanity”
“人類に奉仕するロータリー”
２．強調事項
・奉 仕の率先躬行（人の先に立ち、

自ら物事を実行する）
世界で良いことをしよう。
びっくりしたたが屋は平身低頭、平あやまり。周囲の
・会員増強
町人たちも花火どころではなくなり、周りをぐるりと取
若い人や、女性の入会を勧め、ロータリーに新しい
り囲んだ。たが屋がいくらあやまっても侍は聞き入れず、
力を入れよう。
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・ポリオの撲滅
ジョン・ジャーム会長はポリオ撲滅のため“ロータ
リーの２億ドルのチャレンジ”委員長として、2011年
に＄２億2870万を集めました。
ビル・ゲイツ財団からも、＄5,000万の寄付金が寄
せられました。最近のゲイツ財団の研究に“快感を保

今年度は財団100周年を祝う、アトランタ国際大会が
2017年６月11日(日) ～ 14日(水)に開催され、６月14日は、
ロータリー財団100周年の記念イベントが行われます。
RI2760地区ガバナーナイトも6月11日に開催される
予定です。是非、西三河分区から多くのメンバーが出
向き、さらなる親睦を深めたいと思います。

つ、次世代コンドームの開発”がありました。
現在ポリオは、パキスタンとアフガニスタンの二カ
国だけになっており、子供達にポリオ予防接種を行き
渡らせ、ポリオを撲滅しよう。
・ロータリー財団100周年を祝う
今年度はロータリー財団100周年の年です。
ロータリー財団の100周年を、お祝いしよう。
３．2016―17年度 RI第2760地区方針
Be The Rotarian, Find A Rotarian
“真のロータリアンになろう、 ロータリアンを見つ
けよう”
我々は、奉仕活動に参加し、人を笑顔にしよう。
４．ポリオを撲滅する。
今年４月に開催された規定審議会で、ポリオ撲滅は
国際ロータリーの最優先事項として承認されました。

西三河分区ガバナー補佐訪問

集合写真

クラブ協議会

これまで20年以上にわたり、ロータリアンは20億人
以上の子供達に12億ドルの寄付をし、ポリオ撲滅の支
援をしてきました。予防接種は一人あたり60円ほどで、
子供の生涯を守ることができる。
あと少しです。世界からポリオをなくそう。
５．ポリオを撲滅するために、財団への寄付をお願いする。
今年度のロータリー財団への寄付は、ロータリー財

各委員会による委員会計画の発表とガバナー補佐のご指導

団100周年記念もあり、一人＄180をお願いしたい。
６．今年もWFFに参加し、ポリオ撲滅キャンペーンに
協力する。
開 催 日：2016年10月22日（土）
、23日（日）
場
所：名古屋栄久屋大通公園
チケット：2,000円（内400円はチャリティー寄付）
ロータリーのブランドを社会に広め、地域の人に
ロータリーは何かを知ってもらう。
７．ロータリー財団100周年を祝う。
ロータリー財団は当時のRI会長“アーチ・クランフ”
が1917年のアトランタ国際大会で、
“ロータリーが基
金をつくり、何かよいことをしよう”と提案し、始ま
りました。100周年を祝うため、アトランタ国際大会
に出席し、世界のロータリアンとお祝いしよう。
８．財団の補助金を使い、６つの重点分野への奉仕活動
をお願いする。
（地区補助金、
グローバル補助金の活用）
９．会員増強
会員同士の親睦を深め、仲間を増やしてください。
10．地区の重点課題
・My Rotaryに登録しよう
クラブの50パーセント以上の会員登録をお願いする。
新入会員と３年未満の会員は100パーセントの登録
をお願いする。
・My Rotaryに登録し、Club Centralを使い、クラブ
の情報を共有しよう
11．アトランタ国際大会の案内
（3）

