
２０１６年８月 ８日（晴れ） 第２週 第２１６２回例会

”日も風も星も”Song

Attendance

７７名 １２名 ８０．００％会員 欠席 出席率

７月分修正出席率の報告

100％ ０名７月 ４日出席率 欠 席

100％ ０名７月１１日出席率 欠 席

100％ ０名７月２５日出席率 欠 席

篠田正志 会長President Time

、 。 「 」皆さん こんにちは 今年から毎年8月11日が 山の日

として新しく国民の祝日になりました。国民の祝日が増え

たのは「海の日」以来の20年ぶり、年間15日が16日にな

りました。この祝日が制定された事で祝日がない月は6月

だけになりました。

この「山の日」は、日本山岳会の提唱により始まり、日

本の主要な山岳団体が連携し、山の日制定協議会を2010

年に結成し運動が進められました。2013年には、超党派

、の国会議員による山の日制定議員連盟が設立されたことで

。 、全国的な運動へと広がりました これを受けて地方自治体

山岳団体、自然保護団体等の意見を聞いて、山に関する特

、別な出来事などの明確な由来があるわけではありませんが

「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣

旨として、2014年に制定され2016年今年より実施され

ます。最初の日付案は6月の第一日曜日でした。この日は

「山開きの日」だからです。しかし夏山シーズンで「山に

親しむ」という観点と社会的影響が少なく、経済的効果も

より一層期待できるという事で8月に決められました。最

初は一般的な企業がお盆休みに入る12日が有力候補でした

が、日航ジャンボ機墜落事故という痛ましい事故があった

日で、毎年追悼慰霊式などを行っています。そのような日

を祝日にするのは相応しくないという事で、色々考慮して

1日ずらして11日に最終決定されました。今年は8月11日

に長野県松本市上高地と松本市内で「第一回山の日記念全

国大会」が開催されます。また、日本には名山と呼ばれる

山がたくさんあります 「山の日」をきっかけにお出かけに。

なられてはいかがでしょうか。

今月は会員増強月間です。西川会員増強委員長クラブフ

ォーラムよろしくお願いします。また、8月22日の夜間友

愛例会には少しでもロータリーに興味ある方の参加よろし

くお願いします。

８月２２日（第２１６３回）Today

担当 山本輝幸 会場委員長

演題 夜間友愛例会

於 名鉄GH 18:00

（お昼の例会振替）

８月２９日（第２１６５回）Next Week

担当 篠田正志 会長

演題 ガバナー補佐訪問

（ ）黒野晃太郎 ガバナー補佐 あまRC



黒川元則 幹事Secretary Report

１ 次週8月15日（月）はお盆による休会です。

２ 次回例会は8月22日（月）夜間友愛例会です。お昼の

例会振替となります。

３ 篠田正志さんが第1回マルチプル・ポール・ハリス・

フェロー、第1回米山功労者に寄付されました。

４ 黒川元則さんがポール・ハリス・フェローに寄付され

ました。

５ 事務局お盆休みのお願い

8月11日（木）～16日（火 ））

バースデーソングを歌う親睦活動合唱団＆

ソングリーダー武藤君

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

西川会員増強委員長、クラブフォーラムよろしくお願

いします。

今月は会員増強月間です。次回の夜間友愛例会には、ロ

、 。ータリーの興味のある方の参加 よろしくお願いします

中西国際奉仕委員長、ガラさんとの意見交換、お疲れ

様でした。

横井久雄 副会長

西川君、本日のクラブフォーラム、よろしくお願いしま

す。

黒川元則 幹事

西川会員増強委員長、本日のフォーラム、よろしくお

願いします。

宮下君、先日はお世話になりました。

西川広樹君

本日、会員増強フォーラムをさせて頂きます。よろし

くお願いします。

舩原久尚君

やったね！！イチロー3000本安打。西春日井郡豊山

町の星です。

山田幹夫君

先週、中国・大連を旅行し、市内の金石灘（ゴールデ

ンペブルビーチ）ゴルフクラブでラウンドしました。

思ったより良いゴルフ場でした。大連の街も古い日本

人街があり、親日的な都市です。

犬山の花火、楽しかった。

栗木和夫君

ゴルフ、美味しい料理、花火、有り難う！楽しかった

ね！

紅谷幸政君

篠田正志会長、お心遣い有り難うございます。

後藤 眞君

本日、天皇陛下のご表明が3時よりあります。やはり

年令はありますか？

家田安啓君

サッカー、引き分けでした。残念！

伊藤英毅君

もう、お盆ですね。道は空いてきました。秋が待ち遠

しいです。

伊藤正征君

西川君、水野のお寿司、美味しかったです。幸せな1

日でした。感謝。

北島奈穂子君

宮下君、先日は有り難うございました。

児玉憲之君

宮下君、お世話になりました。

前田重廣君

暑中見舞い申しあげます。

宮下忠克君

暑い中、犬山へご苦労様でした。女房が私以上にゴル

。 。フ・料理を喜んでいました 当分仲良くいけそうです

水野 眞君

35年前、サンパウロ国際大会の折、リオへ4泊。大会

場で各国の音楽を演奏。日本はスキヤキ1曲で、誰も



出演せず、しらけました。まわりの外人にエプロンス

テージに押し上げられ、ムラートのダンサーと夢中で

踊り終えて拍手を貰った事を思い出すオリンピックで

す。日系の方からの励ましが嬉しかったです。

高山 敏君

本日、それいけ精香園にて新会員研修会と歓迎会を行

います。参加者の皆様、よろしくお願いします。

東海広光君

西川君、大変お世話になりました。会員増強フォーラ

ム、頑張って下さい。

山田尊久君

誕生祝いの花、今年も素晴らしいコーディネートです

ね。家内がご機嫌です。

合 計 ６２，０００円

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム

会員増強委員会

委員長 西川広樹君

フォーラム風景

RI会長からのメッセージ

8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」

ロータリアンの皆さまへ。

私の大切な友人、ジョージ・キャンベルさんは、私をロ

ータリー入会へと導いてくれた方で、以後、私の助言者と

、 。して 市民としての義務の重要性を教えてくださいました

、私の上司であった方もリーダーとしての資質を私に見出し

温かく手ほどきしてくださったことに、私は感謝していま

す。また、ロータリーの道を歩み始めてから出会った多く

のロータリアンからもご支援とご指導をいただいたおかげ

で、私は道を踏み外さずに歩んでくることができました。

私が今の自分でいられるのはロータリーのおかげです。ロ

ータリーファミリーの一員であることは、自身より大きな

存在の一部であるということ。つまり、人類のために皆で

力を合わせて偉大なことを成し遂げる、多様で世界的なチ

ームの一員であるということです。

ロータリーの「会員増強・新クラブ結成推進月間」であ

る8月、皆さまがロータリーへの道を歩むこととなった当

時を振り返るだけでなく、皆さまが歩まれたその道を、さ

らに多くの人々に開くことをご検討ください。クラブと地

、 、区のリーダーは 積極的に参加するロータリー会員として

他のロータリアンの模範となる方々です。リーダーは、現

会員の意欲を高めるだけでなく、入会の魅力を示すという

重要な役割を担っています。地域社会を大切にし、世界を

より良い場所にしたいと感じているロータリアン候補者は

必ずいます。新会員を見つけることは、知人を次の例会に

誘い、ローターアクターや学友を活動に招待することと同

じくらい、容易なことなのです。



ロータリーではさらにいっそう、会員基盤を強化し、維

持するためのリソースの提供に力を入れています。クラブ

の課題や問題を把握し、解決策を立てるために 「クラブの、

健康チェック」と「会員増強のための評価ツール」をぜひ

ご活用ください。また、shop.rotary.orgから「自分にで

きること今日からはじめよう」のパンフレットを注文し、

入会候補者にお渡しください。現在、この特別月間を記念

し、8月31日まで、このパンフレットを2割引でご購入い

（ 、 ）。ただけます 1セット5部入りで 20セットまで注文可能

去る2016年規定審議会では、クラブの柔軟性を認める立

法案が採択されました。これにより、例会を開く方法、会

員種類、また何をもって出席とするかに関するより多くの

裁量がクラブに認められ、クラブは今後、充実した元気な

クラブ作りに柔軟に取り組めるようになりました。実際に

クラブがどのように柔軟に取り組んでいるか、こちらのペ

ージから例をご覧いただけます。また、この柔軟性につい

てより詳しい情報をご紹介しているビデオ（ビデオ1、ビ

デオ2）もご覧ください（古いブラウザーでは映像が表示

されない場合があることにご留意ください 。）

8月11日の午前10時（日本は12日午前0時）より、私

はジェニファー・ジョーンズ副会長と一緒に、フェイスブ

ック上でライブチャットを行います。会員増強の重要性に

ついてご説明し、質問をお受けいたしますので、お仲間の

ロータリアンとともにぜひご参加ください。詳しくはRI会

長のフェイスブックページをご覧ください。

今月は、地域社会を改善し、全人類のためにより良い世

、界を築くための資質と意志を有する人たちのチーム育成を

皆さま全員の念頭に置いていただくようお願いします。力

を合わせれば、より多くを達成できます。

クラブと地区における皆さまのご尽力に心より感謝する

とともに、今後も「人類に奉仕するロータリー」を支える

力となっていただけますことをお願い申し上げます。

心を込めて。

2016-17年度国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム

委 員 会 報 告

「第１回 広報・雑誌・ＩＴ委員長会議」

日 時 7月20日

場 所 名鉄グランドホテル

報告者 臼井幹裕君

平成28年7月20日、名鉄グランドホテルにて、待ちに

待った？2760地区の第１回広報・雑誌・ＩＴ委員長会議

が開催されました。私は、雑誌委員長の立場で、青本広報

委員長とともに参加致しました。

服部良男ガバナーの挨拶の後、地区の「公共イメージ向

上委員会」なる委員会が発足することを知らされ、同委員

会篭橋美久委員長の決意が述べられました。議題は、①ソ

ーシャルメディアの活用、②ＷＦＦ（ワールドフード＋ふ

れ愛フェスタ 、③ロータリーの友の３つについてでした。）

詳細は、割愛しますが、重点は、ロータリーの認知度を向

上させるため、会員にマイロータリーへの登録を促し、会

員外に対してロータリー情報の広報を行うことにあると言

えます。

懇親会でも、服部ガバナー、篭橋委員長が精力的に各テ

ーブルを回り、ＩＴ化を拡げる意欲が感じられました。当

クラブもホームページの活用が求められる「トキ」となっ

ています。


