
ロータリー親睦活動月間

６月２９日（金） ７月６日（金） ７月１３日（金） ７月２０日（金）

休会定款６－１ 理事役員会 11：30 祝福 卓話
クラブ協議会 13：30 卓話 加藤 茂君 会員増強委員長

例

会
予

定 全員協議会グラブフォーラム 卓話 近藤 太門君 清水 勲君
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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・今月の歌 「故郷」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・ＩＤＭ

・幹事報告 北 健司君

・点鐘 風岡 保広君

今月の歌

故郷

うさぎ追いし かの山

小鮒つりし かの川

夢は今も めぐりて

忘れがたき 故郷

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

この１年、「仲間を増やし、思いやりの心を育も

う」をクラブのテーマとして、３つの重点目標を

かかげげてスタートをいたしました。

第１は、会員純増１０名 これにつきましては、

小島委員長を中心に委員の皆さんにも大変頑張っ

ていただきました。結果は３名の増員にとどまり

ましたが、次年度につながる基盤は出来上がった

と思っております。地域社会に対する奉仕はロー

タリー理念の基本でございます。一人でもおおく

の仲間を作って実践しなければなりません。

２つ目の目標は、定款と細則の整備でございま

２０１２年６月２２日（金）第２０９７回（６月第４例会）

すが、クラブ奉仕委員長の山田さんがクラブ定

款・細則の見直しについての提言というかたちで

まとめていただきました。これによりまして、定

款第３条クラブの所在地の箇所を改正いたしまし

た。そのほか、細則につきましては、そのつど改

正することが、可能であるということでございま

す。内規につきましても、細則と同様の取り扱い

でいいとの提言でございました。

続いて第３の重点目標として、事業費の見直し

でございますが、本会計からの補填を廃止して、

不足する費用の分会費の値上げという安易な方法

を取りまして、年会費を一人３万円の増額をいた

しましたが、本来ならば、値上げをしないで、事

業費・運営費を見直して、その範囲内で予算組を

すべきだったと反省しております。

この１年、皆さんのご支援とご協力をいただき

ましてこの１年無事に会長職を果たすことができ

そうでございます。ほんとに１年ありがとうござ

いました。

最後に報告事項として、６月９日に地区役員と

会長幹事懇談会に出席いたしましが、その席上で、

国際ロータリー表彰のなかの会員増強・拡大大賞

をいただきました。表彰の対象は、最高の会員維

持率（退会者０）での表彰でございました。以上

でございます。

幹事報告 幹事 北 健司君

次年度地区第 1回広報・雑誌委員長会議開催の案

内

日時：7 月24日（火）16:30～

場所：名鉄豊田ホテル

出席予定者：次年度山田 治広報・雑誌資料委員長



◎例会変更のお知らせ

瀬 戸 北 ７月３日(火 ) ７月５日 (木）

ＲＣ 夜間例会の為 グレイセル

豊 田 中 ６月２９日 (金) ６月２９日（金）１８：００

ＲＣ 夜間例会の為ルージュガーデン

岡 崎 南 ６月２６日 (火) ６月２６日（火）１８：３０

ＲＣ 夜間例会の為岡崎ニューグランドホテル

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５2 名 欠席 19 名 出席率78.6%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率96.2%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○今年の売上昨対１１５％でありがたいことです。

宅間 秀順君

○ロータリーの森は CO2を吸収しています。

早川 八郎君

○後藤真由子さんの卓話を聞ける喜びで

風岡 保広君

○後藤さんのお話を楽しみにしています。

近藤 太門君

○後藤真由子さんの卓話。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 長谷川英輝君

蓮野 美廣君 林 鑛三君 林 憲正君

林 徹君 伊藤 一裕君 加知 康之君

亀谷 鉦一君 加藤久仁明君 加藤 茂君

貴田 永克君 北 健司君 小島 啓冶君

名畑 豊君 成瀬 浩康君 大畑 一久君

太田 弘道君 杉山 孝明君 峠 テル子君

塚本 兼光君 和田 了司君 屋嘉比良夫君

○今期ニコボックスをご利用いただき誠にありが

とうございました。 中川 健君

卓話 後藤真由子氏

個個個性性性心心心理理理學學學とととははは

「個性心理學」は、人間の個性を１２の動物の

マスコットに当てはめることで、誰にでもわかる

イメージ心理學として体系化されたものです。

世界最大の統計学である「四柱推命」と密教の経

典である。

「宿曜教」などをベースにし、社会心理学的解

釈、“行動科学”あるいは“行動エネルギー”とい

う学問などを加え、独自に研究開発された画期的

な心理学システムです。

大きな時代の転換期を迎え、これまでの価値観

が通用しなくなった現在、ますます複雑になる社

会環境や、人間関係に起因するストレスに悩まさ

れる方々が増えています。

人間の行動パターンや意思決定のメカニズムを科

学的に解明し、特に人間関係にスポットを当てた、

「今日から使える心理学」ストレスのない社会づ

くりに貢献する実学なのです。

『あきらめる』とは、自分自身の個性や他人の

個性を 明るく 認めること。

『あきらめる』ことにより、自分と他人の違い

を受け入れ、良好な人間関係をつくれるというこ

とです。

同じことを言われても素直に聞ける人、カチン

とくる人、他人に指示する時に、頼み易い人、頼

みにくい人がいると思います。その原因や対処方

法がわかれば、ストレスも少なくなり、楽しく生

活ができるようになります！また、毎日変わるの

は、天気と運気だけです。それもわかればストレ

スが少なくなります。

天気予報は見る方が多いと思いますが、運気予

報となると、どうでしょうか？

人生の設計図も、運気予報を知っている方と知

らずに設計されている方がいらっしゃると思いま

す。

みんなを「勇気づけ、元気づける」学問として、

個性心理學をお伝えできれば幸いです。

（卓話 後藤真由子氏 個性心理学について）

（１２の動物のマスコット）

Satou Hiromi
スタンプ


