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ロータリーは世界をつなぐ

本日 第 768 回 2019 年 12 月 10 日(火曜日)760 号
＜本日のプログラム＞ Today’s Program
◇ 点 鐘
◇ ロータリーソング
「我らの生業」

卓話演題：
「コストカット」
卓話者 ：株式会社 Exrail
執行役員兼顧問 原 浩彰

前回 第 767 回例会 2019 年 12 月 3 日（火曜日)記録
＜出席報告＞

員 総 数

18 名

出 席 者

14 名

出 席 率 77.77%

前々回補正出席率

61.11%

＜会長挨拶＞

愛知長久手ロータリークラブ
会 長
中川清子
皆さん、こんにちは。
１２月第一回目の例会ですが、この一年はあっという間で、特に私にとっては、７月の会
長就任以来、慌ただしい日々で、ロータリーのスケジュールを“欠席は絶対しないでこなす”
という決意のもと、体調はいまいちボロボロながら、何とか動いて参りました。
長久手 RC の皆さんはとても良い方ばかりで、他のクラブでたまに聞く派閥や内紛などといったこともなく、
皆さんと幹事の伊藤真さんのおかげで、何とか半分近く進んでこられました。
先日の１１月２４日は“補助金事業”の一つで、長久手文化の家にて〈主催〉長久手ロータリークラブ
〈協力〉長久手子供食堂の内容で、かねてより幹事の伊藤真さんがフォローしていた「フリースクール」の子供
さん達と共にお米をとぎ、ご飯炊き、豚汁作り、おにぎりを握り、鬼まんじゅうを蒸し、出来上がったのを皆で
「おいしい、おいしい。
」と食べて、楽しい時間を過ごしました。朝から食材等、買い物に走り回ってもらった大
月涼子さんには感謝です。
１１月２７日は ANA グランコート名古屋ホテルにて、伊藤ガバナー主催の「女性の集い」があり、約８０名
程の女性がケーキとお茶を楽しみながら、伊藤ガバナーのお話に耳を傾け、スマホを使った大型スクリーンでの
ゲームに興じ、又一つ変わった、楽しい催しでした。参加女性の皆様のみなぎるオーラにやはり女性パワーのす
ごい力を感じました。
今日の「卓話」の時間は「今期７月からのこの半年間を振り返って」という内容で、会長の私と幹事の伊藤真
さんのお話とさせていただきます。宜しくお願いします。

【祝福】

近藤鋭雄

12/18

丹羽 司一

12/31

青少年交換留学生 12 月度お小遣い支給
アストゥリッドマリーさん

＜幹事報告＞

① 例会終了後、第６回理事役員会がございますので、理事役員の方はよろしくお願いいたします。
② 次回例会 12/10(火)は、12:30-13:30 華野での例会となります。卓話につきましては、外部の方の卓話となります。
卓話内容は、コスト削減のお話になります。皆様お忙しいとは存じますが、ご出席いただきますようお願いいたし
ます。
③ ご案内いたしました通り、本日書道展の作業を行います。よろしくお願いいたします。
④ 12/15(日)年末家族例会のご案内を送らせていただいております。返信期日 12/6 までにご返信よろしくお願い
いたします。
合わせて、2/22(土)２０１９－２０年度東尾張分区 IM のご案内も送らせていただいております。こちらにつきまし
ても返信期日 1/6 までにご返信をよろしくお願いいたします。
⑤ 12 月例会は 12/10・12/24 とトヨタ博物館が休館となる為、華野での例会となります。よろしくお願いいたします。
⑥ ガバナー事務所より「2019 年 10 月沖縄県首里城火災」支援金のお願いがございました。本会計よりお支払いを
いたしたので、下期会費に支援金 1000 円のお支払のご請求をさせていただきます。
■ニコボックス委員会■
・年次総会の予定でしたが、会長エレクト副幹事がお休みの為、会長幹事の半年回顧等をします。

中川清子

近藤さん丹羽さんおめでとうございます。
・本日もよろしくお願いします。

伊藤 真

・近藤さんお誕生日お目出とうございます‼私も 12 月 3 日にて“古希”70 歳となりました。

丹羽司一

残す人生残り 50 年（人生 120 歳）よろしくお願い致します‼
・寒さが厳しくなります。体調管理にお留意したいと思います。本日もよろしくお願いいたします。 近藤鋭雄
・近藤さん、丹羽さんお誕生日おめでとうございます。

伊藤広治

・近藤さん、丹羽さんお誕生日おめでとうございます。年次総会よろしくお願いいたします。

日野典子

・本日もよろしくお願いします。

大島昭夫

・年次総会よろしくお願いいたします。近藤さん、丹羽さんお誕生日おめでとうございます。

山田文明

・近藤さん、丹羽さんお誕生日おめでとうございます。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します。

田中信子

・近藤さん、丹羽さんお誕生日おめでとうございます。本日も宜しくお願いします。

奥野悦弥

・今年もあと 1 ヶ月・・・早いですネ

大月涼子

・近藤さん、丹羽さんお誕生日おめでとうございます。本日もよろしくお願いします。

大橋良宣

・本日もよろしくお願い致します。

小谷恒夫

“ ユビキタス

携帯使って

SNS

情報感染

インフルエンサー ”

＜卓

「前期半年間の会長としての回顧」

話＞

会長 中川清子
振り返ってみますと、
・７月…①長久手市長への表敬訪問（幹事と）
（クラブ計画書を持参して）長久手市と愛知長久手 RC との協力関係の強化を約束して来ました。
②7/23 ボーリング大会+夜間例会（永昌苑）
（新入会候補・小笠原さんも参加）
・８月…①親睦ゴルフコンペ+花火見物（青山さんの会社にて）
②8/6 元星ヶ丘レクサス副 GE 松原千恵子さんの卓話
・お客様と寄り添う事
・やられてイヤな事はしない
・大切にされていると感じて頂く
等々、素晴らしいフレーズが心に残っています。
③8/20 ガバナー補佐訪問
山田ガバナー補佐+地区幹事２名がみえました。
④8/21 ホストファミリー村田さん宅へ訪問
お家がわからず、汗だくで四苦八苦して真さん、山田さん、中川で訪問してお願いしてきました。
・９月…①共通のラインを作成し、交換留学生の日常を全会員共通認識出来るようにする。それにより、ホス
トファミリーだけにお世話をお願いするのではなく、全員何かやれる事はないかを考え、お手伝い
する。今の所成功していると思います。
②ガバナー公式訪問（ホスト瀬戸 RC にて）
壇上に上がり、瀬戸の会員さんと長久手会員の前で、会長として約１０分～１５分程お話をして、
今の事業内容について、説明しました。
その前に別室で、すぐ近くにガバナーと地区委員お二人が座られて、１人ずつ質問され、緊張しま
した。
③「青少年交換留学生歓迎会」を『木曽路』で行い、ホストファミリー３家族や地区委員長の方、又
高校の先生も来て下さり、にぎやかに盛り上がりました。「ここまでやるのは長久手 RC だけだ。」
と地区委員長に言われてうれしかったです。
・１０月…WFF が大型台風接近のニュースに２日前に“取りやめ”と分かり、びっくりしました。
・１１月…①11/10 長久手市民祭りと地区大会が同日で、二手に分かれて、各々参加し、市民祭りのバザーの売
れ行きが好調だったので、ホッとしました。
②11/24 長久手文化の家で子供食堂とのコラボで恵まれない子供達をボランティアで面倒をみている
方に“炊飯ジャー”と“保温ポット”を贈り、お米をといで、ご飯を炊き、おにぎりを握り、豚汁
を作り、鬼まんじゅうを蒸し、皆で食べました。マリーちゃんも参加して楽しかったです。これか
らもフリースクールの子供達の様子をみていかねば、と思います。
１２月はまだこれから、いろんな行事があり、皆さんの御協力が必要ですので、よろしくお願いします。
今後『幹事の半年回顧』とお習字を貼る作業がありますので、この辺にしておきますね。

「前期半年間の幹事としての回顧」
幹事 伊藤

真

幹事の伊藤です、中川体制となりまして半年が過ぎ、各事業も進んで参りました、そこで本日は中期の報告を
申し上げます。まずはここまで皆さまに各事業につきまして、温かいご理解と多大なご協力を頂いておりますこ
とに厚く御礼申し上げます、現在、長久手の事業としての大きな柱であります青少年交換留学につきましては、

本人の前向きな努力もありまして、良好に進んでいると思っております、ロータリークラブを通して、日本の文
化やのあらゆる刺激を受けて大いに成長してくれることを期待しております。また来週からは、大阪へ Rotex の
研修に二泊三日でいきます。ホストファミリーとしては本人も日本の気候に生活に慣れてまいりました。ここで
健康に留意して気を引き締めていきたいと思います。次に地区事業ですが、子ども食堂と協力して、長久手の生
活困窮家庭への支援をおこなっております、こちらは農業体験の実施日に過度にわたり台風にみまわれたものの
収穫体験、先週の収穫祭（お料理体験）は何とか実施でき、ご参加の皆様には感謝申し上げます、ご準備に奔走
してくだいました大月さんありがとうございました。今回の試みは、ロータリークラブと事業としても皆さんに
長久手の生活困窮の母子に直接会っていただき、貧困について理解していただけたのではないかとおもっており
ます。お互いに触れ合うことが救済の第一歩だとすれば意味では長久手ロータリークラブとして大きな一歩にな
ったと、みなさまに感謝申し上げます。
今後の事業として、国際交流として長久手台北奨学生書道展を今年も開催いたします。
今年はまず、台北で今月 17 日に展覧会を行った後、長久手文化の家で表彰式を挙行いたします。その節はご参
加の程よろしくお願い申し上げます。
ここまで幹事として至らぬ点が多々ありましたことを深く反省しみなさまに陳謝申し上げるところでございま
す。今後もより一層中川体制を支えてまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

12 月 15 日(火)
年末家族例会

（ビストロアイ）

12 月 24 日(日)
クラブフォーラム

（華 野）

12 月 31 日(火)
休

会

1 月 7 日(火)

新年第一夜間例会

（未 定）

