№ 12
創立
承認

例会日時

2016 ～ 2017年度

国際ロータリー

Rotary serving humanity

例

会

場

事

務

所

1954年３月８日
1954年３月30日

毎週月曜日
12：30 ～ 13：30
刈谷市新栄町３の26
刈谷商工会議所内
TEL〈0566〉22-2111
FAX〈0566〉25-2111

メ ー ル kariyarc@katch.ne.jp
ホームページ http://www.kariya-rotary.com
会
長 加
藤
哲
也
幹
事 久
米
博
明
会報委員長 鬼
頭
一
浩

ジョン F. ジャーム 会長テーマ

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。

16．点 鐘……〈会
17．閉会宣言

第2944回例会プログラム
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３．開会宣言
４．ロータリーソング斉唱
……それでこそロータリー
５．講師・ゲスト並びにビジター紹介
６．食 事

95名

出席免除

26名

出席義務者＋免除者の内例会出席者
欠 席 12名
出席率 85.71％

84名

前々回（９／26）の修正出席率 100％
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邦夫 様（豊橋南 RC）

７．会長挨拶並びに会長報告
こんどう

８．新入会員挨拶……近藤

よういち

洋一 会員

９．幹事報告
10．出席報告
11．委員会報告
12．ニコニコボックス報告
13．次週並びに次々週のプログラムの予告
（10 ／24）……職場例会（職業奉仕委員会）
12：30 ～ 株式会社キャッチネットワーク

会
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１）10月８日（土）15日（土）、刈谷市小学生サッカー
大会（５年生大会）の開会式、閉会式に出席して参
りました。

（10 ／31）
クラブフォーラム
（米山記念奨学委員会）
講師 米山奨学生 サエズ・アニー・アラナ さん
地区米山記念奨学委員会委員
加藤 英樹 様
（紹介者 神谷
強 会員）
※第１四半期皆出席の発表（出席委員会）
13：00

14．本日のプログラム
卓話 「受入クラブのための受入学生に対す
る危機管理」
講師 地区危機管理委員会
委員長 黒田 勝基 様（高浜 RC）
（紹介者 中林 久美 会員）
15．謝

２）10月11日（火）、衣浦小学校に刈谷音楽協会のご
協力を頂き、学校訪問コンサートが開催され、幹事
と共に出席して参りました。

辞
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「よし、じゃあやるぞ」
大勢で箱をかつぎだし、ふたをはがして中身を確かめ
る。この箱もだめ、あれもだめ。蔵の前に腐ったミカン
の山がいくつもできたころ、ようやく一個だけ、きれい
なミカンが出てきた。番頭は大喜びで代金に一分を差し
だした。ミカン一個には十分すぎる金だ。
だが万屋の主人は申しわけなさそうに、
「これは一個千両です」
と言う。ミカン問屋の意地にかけて、夏場でも残るよ
うに大量のミカンをとっておく。それでも全部、腐ってし
３）10月13日（木）知立・刈谷合同親睦ゴルフ会を多
治見 CC で開催致しました。刈谷 RC ゴルフ例会で
は杉山欣輝会員がグロス86、ネット71で優勝されま
した。
４）
10月16日
（日）
、
刈谷市国際交流協会親善ボランティ
ア・20周年記念事業「記念パーティ」に出席して参
りました。

まう年もある。だから一個でも千両の値がつくというのだ。
びっくりした番頭が店へ帰って相談すると、大旦那は
万屋の意気に感じたらしく、「安い、安いねえ」
今度は千両箱を持って番頭は万屋へ。一個のミカンを
だいじにかかえて帰ってきた。早速、若旦那の枕元へ。
千両という値段にたいして驚きもしない若旦那。番頭
がはらはらしながら見ている前で、ミカンの七房をあっ

１）本日、近藤洋一会員が入会されました。会員数は

さりとたべてしまった。そして残った三房を、
「おとっつあんとおっかさん、それにお前で分けてお
くれ」
と手渡した。

95名となります。近藤会員は会場委員会の配属とな
ります。
２）刈谷市共同募金委員会（近藤純子会長）より、赤

三房のミカンを手に部屋を出た番頭、十房で千両、一
房なら百両と考えているうちに変な気になってきた。
「この三房で三百両か。三百両あれば一生楽に暮らせる」
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い羽根共同募金のお願いがあります。

ミカン三房を手に店から逃げてしまった。

会長あいさつ

金婚式のお祝い

落語“千両ミカン”
加藤

哲也

大きな木綿問屋の秩父屋。そこの
若旦那が重い病気にかかった。何の
病気かわからないが、日ましにおと
ろえていく。恋患いかと思った父親
が問いただすと、じつはミカンが食
べたいと言う。紀州へいったときの
ミカンの味が忘れられない。
しかし、あいにく季節は真夏、ミカンなどあるわけが
ない。誰にも言えずに悩んだあげく病気になったという。
大旦那からこの話を聞いた忠義者の番頭。小さいころ
からお店に世話になっている恩返しと、ミカン探しを引
き受けた。
暑い盛りに店を出て、あっちで尋ね、こっちで尋ね、
ミカンを探して江戸中を歩き回った。暑さで頭はもうろ
う、足はフラフラ。同じ店へ何度も来るから「ミカンの亡
者」と陰口をきかれるほどがんばった。が、見つからない。
よろず や
最後に教えてもらったのが、ミカン問屋の万屋の名。
わらにもすがる思いで、万屋の店を尋ねあてた。
「ミカンを一つだけでも」
万屋の主人が若い衆に声をかけ、大きなミカン蔵の戸
をあけさせた。中にはミカンの入った箱が山のように積
まれている。
（2）
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「受入クラブのための受入学生に対する危機管理」
講師 地区危機管理委員会
委員長 黒田 勝基 様（高浜 RC）
１．ロータリーの創立以来、奉仕
の輪は二次元から三次元へと拡
大してきました
① IA,RA,RYLA,YE,NGE の5つ
の青少年奉仕プログラムは、唯
一 RI の正式プログラム
②正式プログラムであるが故の、各
種制約＝ロータリー章典・要覧に完全準拠の必要あり

③特に青少年育成というジャンルでは、RCOP 2.100
には青少年保護条例が書かれており、
それに違反すると厳しい罰則も課せられる可能性も
あります
２．なぜ、危機管理が必要なのか～一般的な危機事案と
は…
①地震国である日本、自然災害、人災、疾病など、こ
の世は危機で囲まれています
②更に、過去のロータリーの経験―PDG が訴えられた
③3.11での日本における経験
④青少年のロータリープログラムに参加中の加害者と
なる
⑤重大とはならないまでも、日常的な病気、けが、事
故などなど
⑥2760地区でも起きている危機事案の例
３．仕組みとルール
①危機とは何か、の定義の確認：
『好ましくない事案

句）があります…（交換の手引きを参照）
③外国の学生と日本人の感覚の大きな差に『感謝』を
どう表現するか、という問題があります
心では感謝していても、言葉としてでてこないこと
があります。
1年間の交換が終わり、本国に帰国した後、再び日
本に戻ってくる学生がかなりいます。
それは、
日本での貴方達の対応が忘れられないからです。
それだけで、学生の感謝の気持ちは伝わってきます
……それを期待してください。
1年間、とても大変だと思いますが、これこそロータ
リーの奉仕だと思います。

新入会員紹介
こんどう

よういち

氏
名 近藤 洋一
生年月日 昭和42年９月25日

の全て』を危機管理の危機とする
②危機とは何かの共通認識（発生確率が低くても想定
することが重要）
③危機を回避するための方法：想定と訓練（シミュ

推 薦 者
職業分類
事業所名
役 職 名

鈴木文三郎 会員
信用金庫
岡崎信用金庫 刈谷支店
支店長

レーション）と、その対処措置の定着
④実際の発生した危機への具体的対応：第1報と第1優
先事項（被害者の安全確保）

所属委員会 会場委員会

⑤必要の場合の被害者（関連者）への長期カウンセリ
ング
４．怪我病気に対応するための費用に関して：保険の話
（国保と民間の賠償保険）
５．提出資料
①受け入れる前に準備する書類
クラブ覚書（MOU）
、ボランティア誓約書、受入
学生・学校・ホストファミリー一覧表
②受け入れてからの状況把握のために
Inbound-Students 月次報告、ホストファミリー月
次報告、カウンセラー報告（随時）
③随時（必要なときには必ず）
受入学生県外移動届、ボランティア誓約書（追加・
変更分）
、一覧表
④危機事案発生時
『ロータリー奉仕プログラムにおける被・加害発生
事案 報告書』
６．何かあれば、危機管理委員会へ連絡を
①危機管理委員会への上程事案するかは、厳しく査定
してください

10月度刈谷 RC ゴルフ例会
平成28年10月13日㈭
於：多治見カントリークラブ
成 績
氏 名
Ｇ
優 勝
杉山 欣輝
86
２ 位
神野 公秀
90
３ 位
池田 憲司
106
Ｂ Ｂ
中川 耕児
114

Ｈ
15
18
32
15

Ｎ
71
72
74
99

②報告すべき事案、
または、
『報告すべきか迷う事案』は、
即、危機管理委員会へ連絡、相談してください
補足：= 学生を受入れる必須条件（ホストクラブ・ホス
トファミリーにとって）は…
①食事を十分に与えられる経済的な環境を有すること
②宿泊場所を提供できる、居住環境にある事
の2点です
これをベースに、決して言ってはならない言葉（禁
（3）

