
例会日=毎週火曜日　PM12：30　例会場=長久手市まちづくりセンター
会長　安田茂樹　幹事　小谷恒夫　　会報　吉田濵一 事務局 　　TEL:0561-64-5446
　Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp 　　FAX:0561-64-5459

点鐘 　　　 ホストクラブ：名古屋城北ロータリークラブ

＜ロータリーソング＞ 場　　所　　：名古屋マリオットアソシアホテル

＜ロータリーソング＞ 「君が代」「奉仕の理想」 総合司会 加藤　猛会場設営委員長

＜出席報告＞ サラダ

会員総数　 　２２名　　　　（免除会員1名） ハンバーグ

出席者　　　　1６名 出席率　　７６．１９% 前々回補正出席率　９５．４% ライス

＜会長挨拶＞ 愛知長久手ロータリークラブ 安田　茂樹会長
皆さんこんにちは。

完全でありたい人
（星一徹）

人の助けになりたい人
（ドラえもん）
成功を追い求める人
(峰不二子）

「であるべき」「絶対
に」「完全に」

意欲的でテキパキ仕
事をこなす。自信家
で競争心が強い

ルックスやスタイルが
スマートであか抜け
ている

「成功」「ステータス」
「業績」「評判」「目
標」「効率」「臨機応

「君が代」「奉仕の理想」「四つのテスト」

多用する言葉
細部にこだわり、自
分のルールを曲げな
い。厳格で完璧主義

引き締まった顔立ちで
目つきが鋭い。あごが
発達している。口が曲
がっている

「欠陥がある」「堕落
している」「よこしま
だ」

優しく親切で温和。
自己犠牲に労をいと

ふくよかでぽっちゃり
型が多い

「ありがとう」「おかげ
さまで」「感謝」「心」

「あなたは必要ない」
「あなたに何も求め
「頑張らなくていい」
「あなたに価値がな
い」

1月27日(日)小牧ロータリークラブの４５周年式典が名鉄犬山ホテルで執り行われ、小
谷幹事と出席して参りました。盛大な式典で記念講演で東日本大震災その後の話に
大変感動と感銘を受けました。
前回宮下さんの卓話の中でPQのお話がありましたが、他の心理テスト・エニアグラムを
ご紹介いたします。エニアグラムは「人間の本質は９つに分類される」という原則に立っ
て人間の本質を明らかにするものです。本質とは、それぞれの人を活かす力の源であ
り、性格の根底を成す部分のことで、本当の自分とも言えます。「人は誰でもその本質
に素晴らしい可能性を持ち、自分を活かす力がある」というのが、エニアグラムの基本

原則です。その力の特性が９つの種類に分類されるということです。エニアグラムがめざしているのは、分類
ではなく、自分を突き動かしているエネルギーをバランスのとれた状態にもっていくことにあります。エニアグ
ラムでは全ての人間が自分では自覚していない素晴らしい能力（本質）を探り出し、それを前提にあなたに
まとわり付いているこだわりやためらい、恐怖、過信などを自覚し、あなたの“本来的にもっている可能性”を
伸ばすためのバランスを回復させていきます。タイプ分けは、こうしたエニアグラムの恩恵を受けるためのス
タートラインなのです。それゆえに、エニアグラムは「リーダーを育てる人間学」とも言われています。自分の
性格をきちんと把握し、周囲の人も百パーセント同意できるという人には、なかなかお目にかかれませんよ
ね。しかも中には周囲の受けるイメージに合わせて、まるで俳優のようにひとつの役柄を演じる“器用な人”も
いるから、自分も周囲も納得しながらその自己イメージが本当の自分ではないケースも少なくありません。だ
から自分の性格でさえ、人はなかなか把握できないのです。エニアグラムでは人間の性格を９つの基本タイ
プに分けて考え、それぞれのタイプの心の動きを探っていきます。９つのタイプはどれが良いとか悪いとかと
いうことはなく、どのタイプにもそれぞれ長所と短所があります。 下記表で参考にしてみてください。

タイプ 特徴 判別法 NGワード

愛知長久手ロータリークラブ

奉仕を通じて　平和を
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＜行事＞
国際ロータリー第2760地区　委嘱状授与
　　　国際奉仕委員会　委員長　佐藤文昭さん　　　　　　　　　

＜委員会報告＞
       ◆ロータリー財団委員会 白石政二郎委員長

１月３０日　１４：００～　東急ホテル
　出席者：丹羽司一次期ガバナー補佐、山田文明会長エレクト、白石政二郎R財団委員長
次年度新地区補助金申請について後日報告

　　　　◆ニコボックス委員会
・ 安田 茂樹

・ 加藤さん卓話楽しみです。よろしくお願いします 赤塚 一三
・ 早いもので今年も1ヶ月過ぎてしまいました。本日もよろしくお願い致します。 伊藤 広治
・ 卓話緊張しています。本日もよろしくお願いします 加藤　　猛
・ 本日はニコニコの日です。みんなで笑いましょう。 佐藤 文昭
・ 卓話楽しみにしています。加藤さんよろしくお願い致します。 白石政二郎
・ 本日もよろしくお願いします。加藤さん卓話よろしくお願いします。 田中 信子
・ 中川 清子
・ 加藤さん卓話ガンバッテください！　本日もよろしくお願いします。 丹羽 司一
・ 本日もよろしくお願いします。 林  正俊
・ 吉田濵一さんお誕生日おめでとうございます。宮下さん卓話よろしくお願いします。
・ 本日も宜しくお願いします。加藤さん面白いお話し期待してます。 宮下智香子
・ 山田 文明
・ 本日もよろしくお願いします。 小谷 恒夫

　　　“　ロバートの　お昼にデニーロ　　ロータリー映画文化で　　タクシードライバー　　”
　

＜幹事報告＞ 小谷恒夫幹事
１） 2月9日(土)　東尾張分区ＩＭ 　11：30～受付開始　　【2月12日（火）振替休会】・事務局休館日
２） 2月12日(火)　17：30～　11RC会長・幹事会　（キャッスルプラザ）
３） 例会終了後　役員・理事会
４） 配布物 ・ロータリーの友「1月号」

・確定申告用寄付領収書(2012年度分)・R財団、米山普通寄付
５） 回　覧 ガバナー月信2月号　
６） 会費下半期納入お願い

特別な存在であろう
とする人(スナフキン)

知識を得て観察する
人(シャーロック・ホー
ムズ）

冷静で分析力に富む。
すべてを思考で処理す
る。他者との接触を求
めない

痩せている人が多
い。クールでドライ。
目が笑っていない。

「存在意義がない」
「現実を見ろ」

「愚か者」「無能」「役
立たず」

加藤さんの卓話楽しみにしています。本日もよろしくお願いします。

加藤さん卓話よろしくお願いします。小牧45周年に行ってきました。東日本
震災の話が印象的でした。

加藤さん　本日の卓話楽しみにしております。

「論理的に」「客観的
に」「考察する」「構
造化する」

個性的で自分の世
界に生きようとする。
繊細で傷つきやすい

ヒゲ、帽子、奇抜な
服装、個性的な小物
を好む

「夢」「感動」「価値」
「自分らしさ」

安全を求め慎重に行
動する人（マスオさ
ん）

真面目で誠実。協調性
が高く、周囲との衝突
を避ける。礼儀正しい

「安全」「安心」「責任
感」「丁寧」「権威」
「配慮」「良識」「慎重

「もたもたしたやつ
だ」

たれ目

顔が大きく、ガッチリ
している。目力があっ
て鼻が大きい。声も
大きい

「イチかバチか」「白
黒はっきり」「結論か
ら言うと」「自分は関
係ない」

「あなたを支配する」
「あなたはコントロー
ルされる」

楽しさを求め計画す
る（サザエさん）

明るく前向きで社交
的。おっちょこちょ
い。頭の回転が速
く、記憶力がいい

いつもニコニコしてい
て、目じりに笑いジワ
ができる。目の下に
細い涙袋がある

「ポジティブに」「つ
いてる」「ラッキー」
「ま、いいか」「あ、そ
ういえば」

「不足している」「い
い加減なやつだ」

「あなたに関心がな
い」「ここにいなくて
いい」

強さを求め自己主張
する人（ジャイアン）

決断力があり、パワ
フル。度胸があって
大胆な行動がとれ
る。素直な物言い

調和と平和を願う人
(朝倉南、ピカチュウ）

包容力があり、穏や
か。寡黙で努力家。
決断を避ける

体格がガッチリして
いる。柔和な風貌で
おっとりしている。

「なんとなく」「どっち
でも構わない」「個人
的な考えだけど」「あ



＜卓話＞　　演題　： タクシーこぼれ話
講師　： 加藤　猛さん

スクリーン、パワーポイントにて　：以下要約
１、 タクシーは『公共交通である』の下に『法』でしっかり・監督されている。
２、 愛知県のタクシー状況

３、 運賃は交通圏によって決められる。上限、下限5％まで認可される。

４、 名古屋は大手2社グループで圧倒的シェア　　　30％の台数で50％以上の売り上げ
５、 昔の乗務員と今の乗務員の違い『雲助』『運ちゃん』から『乗務員』へ

昔むかし 事例１ ギャンブルが大好き運転手が多かった。
事例2 喧嘩早い運転手が多く怖かった。
事例３ 「やくざ」から「かたぎに」と運転手になった。

近ごろ 事例1 人生経験豊富な乗務員が多い。
事例2 人と接するのが好きな乗務員が多い。
事例3 素直な乗務員が多い

６、 長時間労働はつらいが『ありがとう』の言葉を励みにしている。

後に　愛知長久手RC魂で気負けしないよう頑張りましょう。ご清聴ありがとうございました。

 ：：今月のトピックス：：　
 １．寄付金速報　― 下半期は好発進 ―
 ２．新規ロータリー米山奨学生が決定！

 ３．ＰＥＴＳ・地区協議会で米山の紹介をお願いします
 ４．多文化交流コンサート　― 第2800地区米山学友会 ―

 ５．日本の陸自と共にカンボジアのＰＫＯ技術向上をサポート
  ６．訃報　評議員 増田一雄氏（第2500地区） 逝去

不況の中、なかなかお客様に乗っていただけないが『ありがとう』の言葉に元気をもらって、頑張っている乗
務員さんたちです。

2013学年度・新規米山奨学生の面接選考が各地区で行われ、合格者519人（応募者数：1,532人）
が決定しました。奨学金プログラム別の合格者数は、博士・修士・学部課程奨学金が492人、地区
奨励奨学金が10人、クラブ支援奨学金が10人、海外応募者対象奨学金（個人応募）が7人。この
ほか、海外学友会推薦奨学金が現在選考中です。また、合格者の国籍・地域別割合は、中国
44.3％、韓国15.4％ベトナム10.0％、台湾4.6％の順となっています。今年は昨年度に比べ、中国・
韓国・台湾以外の国籍割合が大きく増加しました。今後、継続奨学生の辞退などによって合格者
数は変動しますが、新規奨学生および昨年度からの継続奨学生を合わせた約700人が、2013学
年度米山奨学生となります。

………………………………………………………………………
★ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま １５５号 ★　

………………………………………………………………………

タクシーに乗って頂戴！！！

名古屋交通圏　・　尾張北部交通圏　・　尾張南部交通圏　・　西三河北部
交通圏　・　西三河南部交通圏　・　知多交通圏　・　東三河交通圏

県内の7つの交通圏に分けられ、認可を受けていない交通圏での営業はで
きない。

名古屋交通圏においての運賃格差は２～3社、全体の3％に満たないが、大阪神戸等の関西圏や
岩手等の東北圏の十数種の運賃設定があり問題となっている。

〔安全・安心〕

365日24時間全国でタクシーが走っていますが。愛知県のタクシーは全国でもNO1の接遇で安心して利用
できるといわれています。

２月１９日(火） ３月５日(火）２月２６日（火）

卓話：リンナイ(株)
　　会長　内藤明人様

（トヨタ博物館）

卓話：大島昭夫さん

(トヨタ博物館）

卓話：トヨタ博物館
　　館長　杉浦孝彦様
（トヨタ博物館）

３月１２日（火）

　

卓話：長久手市議会
　　　議長　伊藤祐司様
（トヨタ博物館）


