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＜点 鐘＞ 会長 三枝 祥一 
＜ソング＞ 奉仕の理想 
 
＜会長の時間＞ 三枝 祥一 
 7 月 1 日花里小体育館で、

岡崎市在住の浄土宗の住職

廣中邦充和尚の講演会を聞

く機会がありました。 
10 年前から、家出や不登校、

引きこもりで問題や悩みを

抱えている子供たちを引き取り、一緒に暮らしながら更正

へと導いておられる、通称やんちゃ和尚と呼ばれている方

です。 
現在 15 人の子供たちと暮らし、過去 400 人以上の子供た

ちが巣立っていき、今 1538 人の子供たちが順番をまって

いるとのことです。 
そんな和尚の言葉で、大変印象に残った「食育の大切さ」

と「子供は悪くない！悪いのは親だ」の言葉でした。 
「食育」つまり食べ物に対する教育、小さい頃より嫌いな

ものは、「まあ仕方ないな」で済ましてしまい親のせいで

偏食になったといっても過言ではない。 
不登校児の 99％が、偏食であるのも事実ですし、食育を

しっかりしなかった親の責任なのです。 
要するに、不登校、非行、拒食症、過食症、潔癖症、引き

こもり、ＤＶ、虐待、心身症･･･これらのほとんどが、父

親、母親が悪いからだと言われました。何が悪いかという

と、子供たちのいろいろなシグナルに親が気づいてやるこ

とが出来ないということ。そんな親の側に責任があるので

すと断言されました。 
皆さんも、機会があればぜひ食育の大切さ、子どもとの接

し方を教えてやっていただきたいと思います。 
 
 

＜幹事報告＞ 幹事 足立 常孝 
◎ガバナー事務所より 
・岩手・宮城内陸地震災害義援金のお願い 
 

○2010～2011 年度桑月ガバナーノミニーより 
 ・懇談会出席のお願い 
   日時：7 月 17 日（木）18：30～ 
   場所：恵の久 
   出席者：会長・幹事 
 
＜総 会＞ 

2007～2008 年度収支決算報告 
直前幹事の永家 将嗣さ

んから前年度会計報告がさ

れ、監査報告は前年度会計

監査の冨士井 忠男さんが

されました。 
全員異議なしで拍手で承認

されました。 
続いて 2008～2009 年度収支予算(案)が会計の伊藤 正

隆さんからされ、全員異議なしで拍手で承認されました。 

 
＜クラブアッセンブリー＞四大部門 
★クラブ奉仕委員会 山本 辰男 
クラブ奉仕委員会とその関連委員会は、クラブメンバ

ーやクラブの為の内向

けの委員会ですので、

メンバーがクラブの中

で快適に過ごせ楽しく

為になる時間を沢山共

有できますように活動

◆会長  三枝 祥一   ◆幹事  足立 常孝   ◆会報委員長  津田 久嗣 
 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

762 回
47 名 42 名 36 名 － 85.71%

前々回

760 回
49 名 43 名 39 名 4 名 100% 
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を考えています。 
また今年度の会長・幹事の意向に沿ってメンバーの僕

としてサービスに努めますのでよろしくお願いしま

す。 
 

★社会奉仕委員会 高原 清人 
【基本方針】 
「グローバルな視点で考え、ローカルに活動！」をテ

ーマに、「水」と「ポリオ」に焦点を絞って事業に取

り組みます。 
RI 会長が申されている、「子供の死亡率を低下させ

る」ために私たちの出来ることは･･･ 
このキーワードを本年度社会奉仕委員会の指針とし

て、テーマを「水」と「ポリオ」に絞って活動してい

きたい。 
【事業計画】 

1.「水」･･･カランを捻れば出てくる水、あたり前の

常識が実は非常識なのかもしれない。 
12 億人の人は汚れた水を飲み、30 億人の人は下水施

設が未整備な地域に住んでいます。 
発展途上国の病気の 80%が汚水が何らかの形で関わ

っており、水に関係する病気で 8 秒に 1 人の子供が

死亡しています。 
また「水」が有資源であることは理解しているがつい

つい無駄に使ってはいませんか。 
「なんや水か」という前にカランの向こうの現実を少

し考えてみませんか。 
2.「ポリオ」･･･撲滅が叫ばれて久しいが、なぜ撲滅

に至っていないのか、私たちの募金がどのように撲滅

に繋がっているのか、一人の命を救うワクチンの値段

は？ 
私たちは「ポリオプラス｣募金を行っていますが、一

体何人の子供たちを救い、どのような成果を挙げてい

るのか。今一つ実感が持てないでいる者の一人です。 
実情を知ることで、募金の大切さや事業の価値を再認

識しましょう。 
｢ポリオってほんとは知

らんろ｣･･･知らずに募

金をするよりは、理解し

て行う募金の方が意義

ある活動だと思います。 
・毎例会「ポリオプラス」募金の実行 

 
★職業奉仕委員会 和田 良博 
【基本方針】 
インターシップ受入状

況調査や事例報告をし、

職業奉仕のあり方の検

証をする事と、企業訪問

を実施し職業に対する

取組や成果を聞き、見識

を広げる。 
 

 

【事業計画】 
10 月 27 日 インターシップ受入企業の事例発表 
05 月 11 日 職場訪問例会の開催 
・予算 インターシップ関係  30,000 円 

     職場訪問例会     20,000 円 
     都市提携委員会年会費 10,000 円 
 
★国際奉仕委員会 田中 雅昭 
【基本方針】 
国際奉仕の理解を深め、国際間の親善と平和を推進す

る。 
【事業計画】 

1.（財）ロータリー米山記念奨学会 
2.国際青少年交換 
3.世界社会奉仕 
4.ロータリー財団 
5.ロータリー財団のプログラム 
の 5 項目に分かれております。 

本年度は 2 回の講師例会を予定しておりますが、

昨年まで国際交流員として赴任されていたホン・タオ

さんが帰国され、代わって中国雲南省より張麗花さん

が赴任されました。麗江市と高山市の友好都市提携は

2002 年 3 月 21 日に正

式調印されましたが、

今後とも相互交流の推

進強力を始め、文化・

習慣を知り日中友好を

図ると共に何かしらの

奉仕活動ができたらと

考えます。 
 
★会報委員会 津田 久嗣 

本年度も皆様には会

報原稿依頼を多々お願

い致すことになります。

お忙しい中ご面倒をお

掛けしますが、よろしく

お願い致します。 
今期より、会報誌製作先

が（有）ディックさんに変更になりました。会報のス

ムーズな発行のため、各位におかれましては会報原稿

ご依頼の際には例会当日までに事務局へ書面で提出

頂くか、メールにて送って頂ければ幸いかと思います。

初めての委員長でご迷惑を多々おかけするとは思い

ますが、ご協力、ご指導、ご鞭撻の程、一年間よろし

くお願い申し上げます。 
尚、原稿無き場合、掲載されない可能性がありますの

でその旨ご了承いただきます様よろしくお願い申し

上げます。誠に勝手ばかりで申し訳ありませんが、よ

ろしくお願い申し上げます。 
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★プログラム委員会 今井 俊治 
【基本方針】 
ロータリー活動の共通理

解と会員相互の交流を深

め、会員にとって為にな

る楽しいプログラムを製

作する。 
【事業計画】 

1.年間行事に基づくプログラム作成 
2.クリスマス家族例会（コンサート例会） 
3.講師例会 
4.お別れ例会 

 
★出席・ニコニコ委員会 新宮 一郎 

出席委員会としては出席率はクラブの充実度を測

る目安ですので出席率向上に努める。 
年間何回か理事役員と相談の上 100%例会を実施しま

す。 
また急な欠席の場合の食事の無駄をなくす。当日欠席

の場合は 10 時までに事務局に必ず連絡を入れてくだ

さい。 
連絡なく欠席が続く場合は、委員会より連絡をさせて

いただきます。 
ニコニコ委員会は特に予算はたてませんが、昨年同様

の予算設定をさせていただきます。祝い事等で親睦委

員会からプレゼントがあった場合は、なるべくニコニ

コをお願いします。また、早退、欠席の場合はニコニ

コへお願いします。 
ニコニコ委員会という名称ですが、最近ファッション

の世界でニコニコＴシャツというのが流行してまし

て、私、子供たちからニコニコ委員長とからかわれて

います。今の時代、大人の世界は嫌な事ばかりですの

で、時代性をキャッチして幸せはニコニコ笑っていれ

ば来るんだと言うメッセージのような気がします。 
今年度ニコニコ委員会では無理は言いませんが、些細

な事でも結構ですので良

いことがあったらニコニ

コへご協力下さい。 
また嫌な事があった時は

厄払いのつもりでニコニ

コへお願いします。 
 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
暑い日が続きますと身体がだるく感じます。健康には

注意しながら、仕事・遊び頑張りましょう。当店も決

算前の売出しが 16 日からですので、少しでも売り上げ

上がれ･･･と願いつつニコニコへ 
            松之木 映一 

 
本年会報原稿の依頼を皆様にご無理申し上げる事をお

詫びいたしまして、ニコニコへ     津田 久嗣 
 

 
 

★広報・雑誌委員会 久々野 国良 
国際ロータリーの広報委員会の手引きによります

と、その役割としてロータリーに関する情報を一般の

人々に提供し、クラブの奉仕プロジェクトや活動を推

進するための計画を立案する。･･･とあります。 
また責務としては 
・クラブ活動をクラブ会員・メディア・一般の人々に

知ってもらう。 
・メディアを惹きつけるよう、プロジェクトや活動を

改善する。 
・会員増強にも良い影響をもたらす公共イメージを作

るよう援助する。 
ということが記述してあります。 
従って、今期は従来ど

おりの 3 クラブ合同で

の「市民時報」の掲載

をはじめとし、各委員

会で実施される活動の

うち、公共性のあるも

のは地元メディアを積

極的に利用して、広報活動を充実させたいと思います。 
 更に、今期から会報を当社ディックにて作成させて

いただくようになったことを機に、一般の方々にも見

ていただけるようにホームページもリニューアル中

です。これは完成次第「会報委員長の津田さん」と協

議をして連絡をさせていただきますので、ご利用をよ

ろしくお願い致します。 
 また、雑誌に関しては「ロータリーの友」はロータ

リーの宝です。 
非常に出来そうで出来ないのがこの「ロータリーの

友」を会員に見てもらうことです。やはり今期の当ク

ラブの活動を「ロータリーアットワーク」というペー

ジに投稿したりして、少しでも会員に親しみやすいも

のにしていき、会員の有効な情報資源としての「ロー

タリーの友」となるようにしていきたいと考えており

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
島家のアイドル、島クウたんが病気で苦しんでいます。

元気になることを祈って、ニコニコへ   島 良明 
 
この度の父の葬儀に際しましては、ご供花・弔電・ご

厚志を賜り、誠にありがとうございました。ロータリ

ー旗がとても嬉しかったです。     谷口 欣也 
 
昨日は孫の守で、肩と腰の痛みが治りませんが、楽し

い 1 日に感謝して、ニコニコへ     新宮 一郎 
 


