ネット例会

ウィークリー
2017年1月19日開会 (通算13回)
例会開催日は、木曜日です。

開会点鐘・歌の斉唱
君が代

奉仕の理想

会長挨拶

会長挨拶を申し上げます。皆さんお元気ですか
本日は宮の杜RCの記念すべき創立例会であります。
来賓として地区拡大委員会の柳沢様(名古屋東RC)八神様(名古屋栄RC)名古屋千種RC渡辺会長・吉田会長エレクト・鈴木幹事・福井副幹事にご臨席
を頂きました、心より感謝申し上げます。
また、ビジターとして千種RCの河合様をお迎えしました。後ほど柳沢様・八神さま・渡辺会長にはご挨拶を頂戴いたします。
本日2017年1月19日皆さんは晴れて宮の杜RCの一員となられました、本当におめでとうございます。
これからは、いつもlapelバッジを付けていただきたく思います。
このクラブは、2016年12月5日に国際ロータリーに加盟承認を受けまして、創立は2017年1月19日という事になります。記念すべき日であります。
本日お渡ししましたクラブ計画書を読んでいただけばほぼロータリーのことがわかりますので、お目通しをお願いいたします。定款細則については
本日の卓話で詳しい説明があります。
2016-2017年度国際ロータリー(RI)会長ジョンF.ジャーム会長のテーマは
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「 Rotary Serving Humanity 」(人類に奉仕するロータリー)であります。
また、RI2760地区服部良男ガバナーの地区方針は
「 Be The Rotarian , Find A Rotarian 」 (真のロータリアンになろう、ロータリアンを見つけよう)であり、重点課題として「10年後20年後も地区
の輝きが持続可能であること」としております。
宮の杜ロータリークラブの創立年度のテーマは
「参加・参加・参加」としました。
私どものクラブは、2016年規定審議会において新しく改訂されたロータリークラブ定款の基に設立される世界で初のクラブであると思います。例
会は毎週開催されるのが原則であることには変わりはありませんが、ロータリークラブ定款7条の「例会と出席に関する規定の例外」において、
「クラブは少なくとも月に2回、例会を行わなければならない」とあり、当クラブは月に2回の例会を開催することを原則としました。
しかしながら忘れてはならないのは、例会以外にも種々の活動にも積極的に参加することが求められているという事であります。そこで、初年度の
テーマを「参加」といたしました。
管見ながら、新会員32名のほとんど初対面の面々が相互に友好(Fellowship)を深めるには、「会う(face-to-face)」ことであると確信しております。
そして、ロータリーのもっとも大切な目標である「奉仕」「平和」へとつなげてゆきましょう。
新しいクラブであります、会員全員がこれから「宮の杜ロータリークラブ」を作ってゆくのだという気概を持って、自主的・積極的な参加を心よ
りお願い申し上げます。
以前、広中平祐さんの話を聞く機会があり、「広中の定理」で数学の分野におけるノーベル賞ともいえるフィールズ賞を受賞するに至った経緯に
ついての興味深い内容でした。
パリ時代に知人のアパートを借りて住んでいた時に、そのトイレにフランス人の詩が落書きされていて、横に中国人の手により、その詩が漢詩にな
り次のように書かれていました。
「喝一瓶酒快楽一時・殺猪食之快楽一日・男婚女婚快楽一年・作個園丁快楽一生」(別図参照)。
本当に一生を楽しみたかったら「庭師(園丁)」になれというものでした。これを読むうちに「ハッ」と思いつき、研究中の多様体上の特異点の解消
を「庭のイメージ」にして理論を創ることに成功したという話でした。庭師にならなくても、一生楽しめる事があります。それは「ロータリークラ
ブに入会する事」であります、ロータリーには定年がありません。それには楽しいクラブを作ることであります。誰も作ってはくれません、本日入
会された皆さん全員で作り上げる事が出来るのです。
次回は2月2日夜間例会をご夫人参加のもとに覚王山の「松楓閣」にて開催します。
できるだけ多くの皆さまの参加をお願い申し上げます。

幹事報告

(挨拶)
幹事を拝命しました、髙木勝でございます。
会長を支えながら頑張っていきたいと思いますので、会員の皆様宜しくご支援の程お願い致します。
(幹事報告)
①ロータリーバッジについて
本日配布しました。ロータリアンとして誇りをもって活動をしていけるよう着けて頂ければと思います。
②本日第一回クラブフォーラム(総会)を開催致します。
③チャーターナイト実行委員会を開催致します。
④第二回例会(2月2日(木))
夜間例会となっております。尚、ご夫人のご参加も是非お願いいたします。
⑤ゴルフ同好会、出欠席アンケート
ご回答の上、お帰りの際にご提出頂きますようお願い致します。
⑥請求書について
再発行分が同封されております。差出人を修正しております。会社にて管理されている方は差し替えをお願い致します。
⑦名刺について
ご希望の方は幹事又は事務局までお申し出ください。名刺は実費となる為、次回の例会にてニコボックスへ￥3,000程入れて頂ければと存じます。

委員会報告
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【出席・ニコボックスより】

(出席報告) 会員数
今回(1/19木) 32名

出席数
27名

出席率
84.3%

(ニコボックス)
地区拡大委員会 名古屋栄RC 八神 基
創立おめでとうございます。
地区拡大委員会 名古屋東RC 栁澤 幸輝
創立を祝して
(千種ロータリークラブ代表として)
千種ロータリークラブ会長 渡邊 源市
宮の杜ロータリークラブの認証、創立そして本日の第一回例会開催、まことにおめでとうございます。この御縁が末長く続き共に発展していくこ
とを御祈念申し上げます。
浅野 慎之
牧野 敬充
菅原 浩昭
田中 吉彦
牧野 敬充
鈴木 拓将
山城 徹也

出口 茂
大野 将義
鈴木 拓将
近藤 大輔
大野 将義
高木 俊郎
山下 智己
創立例会を迎えて

河合 秀紀
佐野 洋一郎
高木 俊郎
前田 将行
佐野 洋一郎
田中 吉彦
安田 保

大口 弘和
創立例会を祝して
②地区拡大委員会の八神様、柳澤様、名古屋千種ロータリークラブ渡邊会長・吉田会長エレクト・鈴木幹事をお迎えして
髙木 勝
創立例会を祝して
酒井 俊皓
創立例会を迎えることが出来ました。これも遠山様はじめ皆様のご尽力のお陰と感謝しております。
遠山 堯郎
①創立例会を祝して
②地区拡大委員会の皆様、千種ロータリーの皆様、来訪を有難うございます。
増田 盛英
創立例会を祝して。いよいよスタート。全員力を合わせがんばりましょう。
野村 治
第一回例会を祝して
菅原 浩昭
誕生日を迎えました。
①

卓話
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●クラブ名について「名古屋宮の杜ロータリー」
●ロータリーについて
2016年12月5日に、国際ロータリーに加盟認証されました。以下、国際ロータリーを【RI】と言います。
宮の杜ロータリーの創立会員として入会して頂き有難うございました。ロータリーの基本的なルールを守りながら、クラブに柔軟性を持たせて、み
んなで、楽しいクラブ作りをしたいと思います。
ロータリーの年度は、7月に始まって翌年の6月で終わります。このクラブは、1月19日(木)が創立例会ですから、下半期について今年度ガバナー方
針、下期の会長方針を含めて、下半期クラブ計画書を作成しました。
クラブ計画書とは・・・今後の例会や、委員会など必要事項が書いてあります。個人情報も入っていますので、大切の保管してください。愛知県は
RIの第2760地区になります。(1991年迄は長野と一緒)日本は34地区に分かれています。3ゾーンに分かれています。約9万人弱のロータリアンがい
ます。世界には、154ヵ国で120万人強のロータリアンがいます。
今後の入会希望者は、クラブ細則のルールに従って理事会の承認となります。入会には、2〜3ヶ月を要します。理事会承認になります。クラブの
諸事についての最高決定機関はすべて「理事会」となります。
寄付金では、ロータリー財団、ポールハリス財団、米山梅吉さんが1916年に東京ロータリーで作った米山奨学会(1952年)などが有ります。これら
の寄付は免税措置があります。米山奨学会は、海外の留学生を受け入れて、世界平和のために使用されます。ロータリー財団の一例は、日本から優
勝な学生を海外に派遣します。
一例は、国連高等難民弁務官の緒方貞子さんはロータリー財団留学生でした。ロータリアンの目的は「親睦・高潔性・多様性・リーダーシップ・奉
仕」です。ロータリアンの義務は「例会出席・会費納入・ロータリーの友の購読」
ロータリアンが飲食など・・の場合、すべてが割勘の勘定が基本です。
●メイキャップについて
例会欠席メイキャップは、例会の前2週間、例会の後2週間(世界中どこでも・・)出席のルールは、ホームクラブは30%、全体で50%(出席率100%が
望ましい)出席時間・ホームクラブでも、他クラブでも、例会時間の60%時間以上、会員が14日以上にわたり海外出張とか旅行している場合は、メ
イキャップ期間に拘束されません(共産圏の場合は、その旨を幹事に報告すれば良い)宮の杜クラブで例会欠席のメイキャップはオンライン例会100
文字以上(会長挨拶・卓話の部)を考えています。・・・が、この7月までは、会長方針で従来のメイキャップ方法で行います。理由は・・相互理解
です。
メイキャップの方法について説明します。
まず、日本中どこでも世界中どこのクラブでもメイキャップができます。(共産圏以外なら)その方法とは・・(RCバッジが必要です)先ず、通常のメ
イキャップとは・・・他のクラブの例会に参加することです。規定審議会がクラブに柔軟性を求めていますので・・・サインメイクを紹介します。
但し、例会変更の場合のみサインです(頭の名古屋を省きます)￥.4,200円。
名古屋市内にロータリークラブが、25クラブあります。
月曜日 名古屋RC(観光ホテル)中RC(観光ホテル)昭和RC(東急ホテル)
栄RC(クレストン)東RC(ウエスティン)
火曜日 名南RC(夜例会マリオット)名東RC(国際ホテル)
千種RC(東急ホテル)錦RC(名古屋ガーデンパレス)
水曜日 南RC(観光ホテル)東南RC(マリオット)
和合RC(ウエスティン)名駅RC(ニューグランド)
守山RC(マリオット)名北RC(アパホテル)アイリスRC(ANA)
木曜日 西RC(ウエスティン)瑞穂RC(ヒルトン)大須(東急ホテル)
丸の内RC(クレストン)東山RC(ルプラ王山)
金曜日 みなとRC(マリオット)北RC(東急ホテル)
名古屋市内にロータリークラブが、上記の25クラブありますのでそこの例会に出席して、メイキャップする。
(例会場の受付で例会費・4,200円を支払い、指定カードに署名⇒・・月・・日分・宮の杜ロータリー・自分の氏名を書き例会場へ入る)そのクラブ
から、宮の杜の事務局にメイキャップの連絡が入ります)
①

25クラブは、例会変更をすることが多いです。その時は、例会開催ホテルへ行く (平均してホテルロビーでサインするだけで例会出席になりま
す)と、そのクラブから、宮の杜の事務局にメイキャップの連絡が入ります。一例は、宮の杜RC、2月2に(木)は、夜間例会ですから例会変更です。
この例会変更を、事務局から、前月の一週間前に市内クラブに連絡します。他の市内クラブも、例会変更の連絡が宮の杜RC事務局に入ります。受
付にクラブ担当者がいますので、置いてある葉書に、自分のクラブ名・自分の名前と・・月・・・日分 と書いて帰ります。この場合、ホテルマン
が心得ていますのでロータリアンの車は最優先で、駐車させてくれます。
②

ネット例会のメイキャップは「愛知ロータリーEクラブ」(http://aichi-eclub.jp/makeup/)
カード決済で、1,000円です。
宮の杜は、19日(木)が、創立例会ですから、それ以降から、メイキャップがが可能。
③

●ニコボックス・寄付金について
例会の開始前のニコボックスの説明・・・・・ニコボックスとは・・・
一例・結婚記念日:自分と夫人の誕生日:子供が大学に合格:会社で良いこと・・面白くなかったこと:嬉しかったこと:ゴルフで優勝した:などなどで、
1,000円〜5,000円程度、内容によっては多額の方があります。
ニコボックスで集まったお金は・・・・主として、社会奉仕に使います。過去では東北大震災・今年は熊本地震などの支援金・名古屋市の支援 な
どなど・・・に使います。私見ですが、ロータリーの災害支援金などは、遅いし金額が少ないですね。なぜか!一例を申し上げれば、東北大震災の
時台湾は、一週間以内に250億円、その後、CHIMEI、EVER、などは200億円とか近隣諸国では一番早いです。韓国からの義援金は聞いたことが有り
ません。
1997年??韓国の通貨危機は日本が救ったと言っても過言ではありませんが、実態はこんなことです。
熊本地震の事例もありますが後日にします。
国際ロータリーは3年に一度、規定審議会を開催してロータリーの方向性を審議します。2016年4月の審議会で大幅な改正が行われました。大きな
点は、ロータリーの原則(定款)は守りながら、各クラブに柔軟性を持たせたことです。宮の杜ロータリークラブは、その改正を取り入れた昼の例会
では、この地区では最初のクラブになると思います。その他には奉仕例会などを求めています。
ロータリーの目的は ⇒ 親睦・高潔性・多様性・リーダーシップと奉仕です。
そして、ロータリーは世界平和と、その安定のために寄与してきました。
日本のロータリーは、1920年10月20日の創立例会で、東京ロータリークラブです。東京オリンピック・パラリンピックの2020年10月20日に、100
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周年式典が決まっています。ロータリーは、1985年〜ポリオの撲滅運動で大きな役割を果たしてきました。1985年ころは、35万人の子どもがポリ
オで苦しんでいました。その後は、インド、パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアの4か国が対象でした。今では、インドは殆ど撲滅、パキ
スタンもほぼ撲滅しています。2016年8月現在では、15人になりました。最近、3人発生しました。
ロータリンの活躍も大きいですが、マイクロソフトのビル・ゲイツ氏は、自らの寄付金の合計で、5億ドル寄付して撲滅に協力しました。ゲイツ氏
の子どもがポリオで苦しんだ経緯からのようです。
●例会・活動について
例会は 会長の点鐘に始まって、会長の点鐘に終わります(拍手・・・)
一例会は、国家斉唱とロータリーソングの斉唱、第二例会は・・・
クラブの運営は、RI会長方針と地区ガバナーの方針に従って運営されます。
今年度のRI会長方針・ジョンF・ジャーム
「〜人類に奉仕するロータリー〜」(2016〜17)
服部良男ガバナー方針・
「真のロータリアンになろう・ロータリアンを見つけよう」(2016〜17)
国際ロータリーの理事は世界で17名、2018年6月まで、この地区から斎藤直美理事
RI会長とエレクトの19名で構成、色々な審議が行われます。規定審議会と別の案件も審議決定されます。
その内容は、日本事務局(東京三田)から連絡が入ります。
●チャーターナイト について
RIの理事会で「新しいロータリークラブ」が新しくRIへの加盟が承認されると、
RI会長、事務総長及びガバナーの署名のある加盟認証状がRI世界本部からそのクラブヘ発行されます。
この加盟を許可された日からそのクラブはRIにおける正式の構成単位クラブとなるが、実際にはこの日より遅れて加盟認証状伝達式が行われる。
チャーター・ナイト、この伝達式のあと開かれる祝宴のことであり、
日本では加盟認証状伝達式と祝賀会を含めてチャーター・ナイトと呼んでいる。
宮の杜RC 認証状伝達式とチャーターナイト
3月9日(木) 認証状伝達式 17時00分〜18時00分
祝賀会
18時10分〜20時10分
・会員の集合時間 13時に現地集合(種々の準備・・・)
・夫人の集合時間
・会員・ワイシャツは白、同じネクタイ(青色)を着用します(平和と親善)
詳しくは、クラブのチャーターナイト委員会と詳細を詰めます。
●ロータリーについて
ロータ-の主な用語は、クラブ計画書の40ページに載っていますが、
〇一年に一度・分区ごとに開催される【通称・IM(アイエム)⇒都市連合会】
IMとはIntercity Meeting:インターシティー・ミーティングの頭文字で、近隣都市の複数のクラブで実施する都市連合会のことです。グループ
(Group of Clubs、地理的状態や広さなどにより、地区が3クラブから7クラブの基準で区分されたものです)、その目的は第一に会員相互の親睦と面
識を広め、会員にロータリー情報を伝えると共に、立派なロータリアンの養成にあります。そのため、経験豊かなリーダーの下で、ロータリーの奉
仕の理想を勉強する会合です。討論の主な内容は、5大奉仕部門をカバーしつつ、ロータリーの特徴やプログラムなどを検討します。クラブ会員、
全員参加です。この会合の大切な目的は、会員相互の親睦と知識を広めることであって、さらに、会員にロータリー情報を伝え、奉仕の理想を勉強
するために開催されます。
テーマはロータリーのこと、そして一般社会のことで、そのときに話題になっていること、考えなければならない問題点など、多岐にわたります。
形式も講演、フォーラムなどいろいろあります。この会合では、知識を広め深めるとともに、グループ、分区内の会員の親睦も重要な目的ですか
ら、懇親会も併せて開催されます。(最近のIは・・・)
〇地区協議会(地区アッセンブリー)
クラブ会長エレクトと次期クラブ指導者のために毎年開かれる研修会合(4月または5月に実施)。その目的は、次期クラブ指導者が任期のために準備
を整え、指導者チームを築くこと。
クラブ指導者チームの意欲を高め、協力関係を築くための機会を地区ガバナー・エレクトと次期ガバナー補佐、および地区委員会、地区内全クラブ
の次期会長、幹事、委員長などの次期クラブ指導者が集まる知識・情報交換の場です。その研修内容は、RIテーマ・役割と責務・方針と手続き・各
チームの選任と研修・年次計画と長期計画の策定・支援源・事例研究の演習・チーム作り演習などです。
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