
 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 日野典子 幹事 大島昭夫 会報 小谷恒夫   事務局 TEL:0561-64-5446 
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人類に奉仕するロータリー 
本日 第 671 回例会 2017 年 4 月 22 日（土曜日)第 663 号 

 
 
 
 

 
                               

                             
    

 

 

 

会場：ウェスティンナゴヤキャッスル 

受付：11：30～12：50 

会議：13：00～17：00 

前回 第 670 回例会 2017 年 4 月 11 日（火曜日)記録 

＜ロータリーソング＞    

 
         

＜出席報告＞ 

カレーセット 

 

員総数 20 名  

出 席 者 14 名 出率 70.00 ％ 前々回補正出席率 90.00 ％ 

 

 

＜会長挨拶＞           

 

愛知長久手ロータリークラブ  

会長 日野  典子     

       

桜の花が満開の今日、春の雨で少し憂鬱ですが皆さん元気にお過ごしでしょうか。 

来期のロータリー財団の寄付も決まりました。 

伊藤真さんの原案です。台湾ロータリークラブと愛知長久手が共同でするプロジ

ェクトです。台湾と日本は漢字文化です。それを活用して、両国の小学生に習字で漢字を書いてもらいその漢字

に賞を付けて行くというものです。このプロジェクトは、お金だけでは無く皆さんで協力して身体を使って奉仕

する事を推奨しています。その為ロータリー財団も多分基金を提供していただけると思っています。 

そして、米山の留学生も決まりました。大月さんにはカウンセラーになっていただきます。米山の地区委員の

神谷さんと共によろしくお願いします。 

米山で韓国の学生さんを受け持つお話しの最中に私個人にも韓国人の方が日本で仕事を探しているので何処か

紹介してもらえませんか❓とお願いされました。 

その方を支援している私のお友達は、2年前からいろんな方に企業をご紹介いただいていますがなかなか難しい

と嘆いていらっしゃいました。 

私もなんとか探してみますね。と受けてしまいましたが、国の違う 32歳の青年を日本企業で働かせてくれる所

なんてその時は全く思い付き ませんでした。 

その時は、田中さんにもお手伝いいただきました。 

でも、せっかくロータリーに入っているんだからロータリーでお話しをしてみようといろいろ考えました。 

韓国の青年は、日本の自動車の会社を望んでいました。そこで私は知り合いの企業 にお願いしました。そうし

たらなんと、その会社で引き受けていただけると言われました。でもここからが大変です。すぐにソウルから面

接に来て会社と折り合いがうまく行くのか、身元引き受け人がいるのか。たくさんの問題を抱えながらとりあえ

ず内定をいただきました。 

この様に外国人が日本の企業で仕事がしたくても 願いが叶えられない方もいるんだから なんとか力になって

あげたいと頑張った甲斐がありました。これもロータリーの精神だとおもいました。 

 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１６－２０１７ 

WEEKLY 



＜委員会報告＞ 

 

 ■ニコボックス委員会■ 

・青山さん PETS報告よろしくお願いいたします。桜満開ですが雨で見学できなくて残念ですね。  日野 典子 

・雨の毎日うっとうしい、桜の花ももう散り始め…明るく行(生)きましょう。           大島 昭夫 

・春の雨嫌ですネ!！桜の花ももう駄目かも？青山さん PETS報告宜しくお願いします。       丹羽 司一 

・本日もよろしくお願いします。                               冨田 盛義 

・青山さん PETS報告楽しみです。いよいよ会長就任に向けて頑張って下さい。          山田  文明 

・PETS報告会長よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。                         中川  清子 

・今日の卓話頑張ります。本日も宜しく御願い致します。                   青山 和成 

・本日もよろしくお願い致します。                             田中 信子 

・この雨で桜も終わりですね。本日もよろしくお願いします。                 林  正俊 

・本日もよろしくお願いいたします。                            奥野 悦弥 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                                                       伊藤  真 

・青山さん本日宜しくお願いします。皆様本日も宜しくお願いします。             神谷 恵理 

・桜満開ですね。花冷えに気をつけましょうね。                       大月 涼子 

 

＜幹事報告＞ 

① 4/18(火)例会は、4/22(土)17-18年度地区研修協議会振替の為お休みになります。 

②  4/22(土)地区研修議会会場はウェスティンナゴヤキャッスルになります。受付 11:30～12:50。 

11:30 より友愛の広場にてご昼食のご用意がされております。会議は 13:00～17:00 までとなります。 

会議出席者の方はよろしくお願いいたします。 

③  4/22(土)地区研修議会登録料は下期会費にて 10,000円お振込みをいただいておりましたが、地区 

 協議会ご案内での登録料が 12,000円でしたので、次回例会に 2,000円のお支払いをよろしくお願い 

いたします。 

④  本日お渡しいたしました 17-18年度事業計画書の提出日につきましては 5/9(火)までにお願いいたします。 

⑤  来年度クラブ計画書作成にて会員名簿に訂正のある方は例会中にご訂正の程よろしくお願いいたします。 

⑥  4/25(火)・5/2(火)は同週祝日休日の為お休みになります。 

 次回例会日は 5/9(火)トヨタ博物館 12:30―13：30 になります。例会終了後は第 11 回理事役員会が行われま

す。理事役員の方はよろしくお願いいたします。 

 

＜卓 話＞         「 PETS報告 」               会長エレクト 青山和成 

 

皆さんお疲れ様です。先日、会長エレクト研修セミナーに行かさせて頂きまして、ＡＭ１０時からＰＭ１

６時までびっちり勉強をさせて頂きました。その報告をさせて頂きます。まずは服部ガバナーからのご挨拶

から始まりロータリーとして各クラブの柔軟性と多様性がもっとも必要不可欠だと仰っておられました。 

続いて近藤次期研修リーダーの挨拶で今のロータリーでは変化が必要な時期だと言われＲＩからのテーマ

や方針を守って徹底して楽しくロータリー活動を行い箸を回す様に最初は箸だけ回っているが、そのうちに

全体の水が大きく回って行ける様に各クラブで頑張って行って欲しいですと述べられました。その後、田中

ロータリーコーディネーターからの挨拶でＲＩから任命されて皆様方の各ロータリーのサポートを強化し

元気良く行って行きますと言っておられました。そして神野重行ガバナーエレクトからの熱い思いをお聞き

することと成りＲＩ国際協議会（サンディエゴ）へ１週間行き、２００各国のガバナーエレクトが集まりＲ

Ｉ会長エレクト（イアン・ライズリー）の元、ビッチリ研修をさせて頂き、このロータリー１１２年の歴史

を大切しこの第４次産業革命とも言われる今の現状を把握し時代の変化に対応するべき「ロータリー変化を

もたらす」ことが重要と述べられロータリーの目的である意義のあるロータリーの奉仕（クラブ奉仕・社会

奉仕・国際奉仕・青少年奉仕）を伝播して行く行動が求められていると言われました。その為にも我々の２

７６０地区で行うべき事は各クラブでの現状を把握し自分達のクラブの良さと課題を把握し各会長の強い

リーダーシップの元、これからを見据えたクラブ戦略委員会を立ち上げて欲しいとのことでした。あと会員

増強に関しても２０１５－１６年度は世界で１５万８千人もの仲間が入会しましたが一方では１５万３千

人が退会してしまいました。我が地区でも３２３名が入会され３３３名が退会されたそうです。大切なのは



退会する理由でロータリーの魅力度アップが必要だとのことでした。その為にも例会や地区の活動にどんど

ん出席してもらいロータリーの魅力を早く分かってもらいことが必要だと述べられました。そしてロータリ

ーの各地区での認知度もアップさせて行く事が会員増強にも繫がるとも言われておりました。基本的にロー

タリアンも新入会員も同じで地区方針の「今日からのロータリーを楽しもう！」自らが行動することでロー

タリーの意義、楽しみを感じる事が大切だと言われました。今回の研修の中で重要なことは大きく分けて３

つあり１つは会員増強、１つはクラブ戦略委員会の設置、１つはＲＩ会長の意思で来年４月の環境週間で１

２２万人の植樹です。そして奉仕を通じてロータリー活動に楽しみを見いだして地区方針である「今日から

のロータリーを楽しもう！」が大切です。そうする事によって地区ビジョンである「１０年後２０年後も地

区の輝きが持続可能であること」に繫がって行くのです。そのためには各クラブが輝いていることが必要だ

と仰っていました。私もこれからのロータリー活動を皆さんと共に一生懸命、楽しく活動して行きたいと思

います。以上、報告を終わります。ありがとうございました。 

 

 

（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース  

………………………………………………………………………  

★ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま ２０５号 ★  2017 年 4 月 11 日発行  

……………………………………………………………………… 
《今月のピックアップ記事》  
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2017 学年度新奨学生オリエンテーションがスタート  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

2017 学年度の奨学生は 795 人となりました。新規採用者が 615 人、継続者が 180 人です（4 月 10 日現在）。国・

地域別にみると、中国が 39.5％、次いでベトナム 13.8％、韓国 11.9％、台湾 5.0％の順となっています。 

ベトナムは 2009 学年度以降、台湾を抜いて 3 番目に奨学生数の多い国として著しく増加していましたが、今年

は、韓国を抜いて 2 番目に多い割合を占めています。 

プログラム別では、学部・修士・博士課程ロータリー米山記念奨学金が 747 人（学部課程：292 人、修士課程：

265 人、博士課程： 190 人）、地区奨励奨学金 15 人、クラブ支援奨学金 2 人、海外学友会推薦奨学金 6 人、海

外応募者対象奨学金 25 人となっています。 

4 月～5 月にかけて各地区でオリエンテーションが開催されます。オリエンテーションは初めて学生とカウンセ

ラーが出会う場であり、奨学生としての義務やロータリーについて理解してもらう場です。確約書に署名をした

後、正式に米山奨学生となります。どうぞ温かくお迎えくださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 月 25 日(火) 5 月 2 日(火) 5 月 9 日(火) 5 月 16 日(火) 

同週祝日振替休日 同週祝日振替休日 
会員卓話 

(伊藤 真) 

地区協議会分科会報告 

(1～４分科会) 

    

  (トヨタ博物館) (華  野) 

 

 


