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歓迎

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 春日井ＲＣ 名畑 豊君

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・ビジター紹介 春日井ＲＣ 名畑 豊君

・歓迎挨拶 名古屋空港ＲＣ 串田 正克君

・食事・歓談
・会長挨拶 春日井ＲＣ 名畑 豊君

・幹事報告 春日井ＲＣ 志水ひろみ君

名古屋空港ＲＣ 山北 秀和君
名古屋城北ＲＣ 服部 智謙君

・委員会報告

出席報告
春日井ＲＣ 和田 了司君

名古屋空港ＲＣ 土屋 範郎君

名古屋城北ＲＣ 馬場 博通君

ニコボックス報告

春日井ＲＣ 大畑 一久君

名古屋空港ＲＣ 稲吉 將秀君

名古屋城北ＲＣ 加藤 田鶴君

２０１２年９月21 日（金）第２１０８回（９月第３例会）

豊かな発想と情熱の人

第2760 地区

千田 毅ガバナー

・卓 話 2760地区ガバナー 千田 毅君
・お礼の言葉 名古屋城北ＲＣ 穂積 良治君

・点 鐘 名畑 豊君

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

昨日、中国の大連、上海を回って帰国しました。

現在、日中間では尖閣諸島が大きな問題になって

います。弊社の中国工場は、遼東半島の黄海側に

あります。大連市から約１５０キロの東方にあり、

市の名前は庄河市です。大連の大都市と比較する

と田舎の都市になります。あと１３０キロ、北東

に行くと、中国と北朝鮮の国境都市の丹東になり

ます。庄河市は人口９５万くらいで、市の中心部

には２４万人住んでいます。

大連市の反日感情は高くありません。しかし、こ

の１ヶ月間は、尖閣諸島の問題が大きくなり、夜

間外出をしないように、駐在員５名に通達を出し

ました。外食をするときは、新しい店には入らな

いように、大きな声で話をしないように注意をし

ました。庄河市の公安は、１０日前に日本人の駐

在人数の確認をするために弊社を訪れていました。

２週間前くらい前に尖閣諸島の国有化の問題がお

こりました。弊社の隣の会社の総務部長（中国人）

から連絡がありました。その内容は、工場の前面

に立ててある、日の丸を降ろすという提案でした。

昔から、日の丸を揚げる工場を設立するのが私の



夢でした。ですから、私は断りました。その１週

間後、再度、提案があり、それも断りました。そ

して、本日、午前中に庄河市にデモが発生すると

の情報が入りました。庄河市には、二つの日系企

業しかありません。デモの矛先が、弊社に及んで

くるかもしれません。私は即座に、日の丸、中国

旗、社旗を降ろすように指示をだしました。（結果

として、庄河市では、デモは発生しませんでした。

しかし、まだわかりません。）

大連から上海に移動しました。上海で展示会があ

ったためです。この展示会は、弊社の昆山（上海

市の隣の市）の会社が出展しました。ロータリー

のメンバーから、弊社を含めて３社の出展があり、

春日井市からの出展企業は、私のカウントでは合

計６社ありました。日系企業が中心でしたので、

かなりの緊張をしました。午前中は、会場の正門

には、パトカーがありましたが、午後はいなくな

りました。会場で、テレビの取材があり、私は出

ませんでしたが、弊社の社員がインタビューを受

けていました。もちろん、内容は尖閣諸島をどう

思うかでした。彼は、政治と経済は別の次元と答

えたようでした。これは模範解答になります。こ

の会場へは、ホテルからタクシーに乗りました。

最初のタクシーは、日本人かと聞かれ、乗車を拒

否されました。

中国での雰囲気を判断すると、反日感情は、徐々

に悪くなっているようです。沈静化することを望

んでいます。

明日はフィリピンへ行きます。仕事を兼ねて訪問

する予定です。４５周年事業のフィリピン、セブ

島の小学校への水洗トイレ寄贈と、あしながおじ

さんプロジェクトの調査もする予定です。次週に

報告させていただきたいと思います。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

：2012-2013年度クラブ奉仕委員長会議

平成２４年１０月３日(水)１４:００登録

15：00～17：30 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 7F 扇の間

出席者 加藤 茂委員長

：地区指導者育成セミナー

平成 24 年 10 月 27 日（土）9:30 受付

10：00～12：00 ｳｴｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ２Ｆ 青雲の間

出席者次年度会長 屋嘉比良夫君、

幹事 加藤久仁明君

◎例会変更

瀬 戸 北 ９月２５日 (火) ９月２９日（土）

ＲＣ 合同例会の為 昼神温泉

多治見リバーサイド ９月２５日 (火) ９月２５日（火）１２：４５

ＲＣ 移動例会の為 オースタット国際ホテル

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５１名 欠席 22 名 出席率73.7%

先々週の修正出席 欠席 0 名 出席率 100%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○長い間、欠席致しました。その間皆様から励ま

しの言葉をいただき元気づけられました。有難

うございました。まだ完全ではありませが今日

は出席させていただきました。

塲々大刀雄君

○新世代のための月間にちなみ卓話をさせて頂き

ます。 峠 テル子君

○峠会員の卓話に期待して。又 高橋会員に御世

話になりました。 貴田 永克君

○いつもホテルをご利用いただき ありがとう。

早川 八郎君

○塲々さん元気になられてうれしいです。

和田 了司君

○峠会員の卓話に期待して。

名畑 豊君 近藤 太門君 志水ひろみ君

屋嘉比良夫君 小島 啓冶君 加藤久仁明君

蓮野 美廣君 足立 治夫君 成瀬 浩康君

磯野 俊雄君 中島 宗幸君 浅井 瀧治君

加藤 茂君 宅間 秀順君 清水 勲君

岡田 義邦君 林 鑛三君 加藤 宗生君

社本 太郎君 林 憲正君 野波 正毅君

大畑 一久君

卓話 峠 テル子君

この９月は、「新世代のための月間」と言う事で、

卓話の時間を頂きました。

春日井ＲＣは、春日丘高校のインターアクトを支

援しておりますので、私は主に「インターアクト」

について、勉強をしている所でございます。

Ａ，まず、「新世代委員会」は、組織図 の中のど

の位置にあるのか確認しました。

１、ロータリーの奉仕部門

クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の 4

大奉仕部門に、2010 年に「新世代奉仕部門」が加

わりました。

新世代奉仕の内容は①指導力養成活動、②社会奉

仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの

参加、③世界平和と異文化の理解を深め、そして

交換プログラムを通じて、青少年並びに若者によ

って、好ましい変化がもたらされる事を認識する

奉仕活動(標準クラブ定款第 5 条)となっておりま

す。

この、「新世代奉仕」での、ロータリアンの責務は、

①〈年齢３０歳までの若い人全てに、より良き未

来をもたらすために新世代の生活力を高めること

によって、新世代に将来への準備をさせること 〉

となっており、

② 全てのクラブと地区は、新世代の「基本的ニ



ーズ」を支援する「プロジェクト」に着手するよ

うに奨励されております。

この、基本的ニーズとは

１ 健康・ポリオ撲滅のための募金活動，エイズ

への理解、飢餓問題など

２ 人間の価値・高齢者支援のボランテイア、ま

た家族と地域社会の規範となるなど

３ 教育・識字率の向上、奨学金、青少年交換な

ど

４ 自己啓発・新世代のためのロータリー会議、

インターアクトとローターアクト・クラブ会

員の指導者講習会に参加するなど

そして、【新世代のためのＲＩ常設プログラム】に

は、

①インターアクト ②ローターアクト ③ロータ

リー青少年指導者養成プログラム（ＲＹＬA） ④

ロータリー青少年交換の４つがあります

９月２日に『第２５回２７６０地区新世代サミッ

ト』があり、この【新世代のためのＲＩ常設プロ

グラム】の四つのクラブ活動の意味と経過報告が

ありました。

＊以上は、左図のテキスト等を参考にしました。

Ｂ，私の「活動報告」をさせて頂きます。

１、７月１６日に、第２７６０地区「インターア

クトクラブ年次大会」に出席ました。

＊平成２４年度の管理校は『修文女子一宮高校』

で、午前９時３０分から１７時まで千田ガバナー

と松前パストガバナーの御出席の元、各高校の活

動の報告がなされました。

第２７６０地区インターアクトクラブ１５校の発

表がありました。

この中でも、春日丘高校のインターアクト・クラ

ブは、第２７６０地区で 2 番目に多い４５名の部

員を抱えており毎年部員が増加しているそうです。

① ＊春日丘高校ＩＡＣの活動報告は「ＡＫＢ４

８」と「ＮＹＣ」のダンスパフォーマンスで

す。他の１４校の活動報告もそれぞれ ダンス

の披露でした。

② 「海外派遣研修壮行会」では、現地での「視

察活動班」の自己ピーアールのダンスと歌の披

露です。年次大会は盛大な各高校の発表で盛り

上がりました。

Ⅱ、7 月 20 日(金)、『春日丘高校インターアクト

クラブ第 1 回 例会』に出席しました

＊13時から14 時３０分までの1 時間 30分の例会

でした。昨年度の、インターアクトクラブの清水

会長から、愛知県心身障害者コロニーで、職員と

一緒に散歩の手伝いやダンスなどを皆でしたり、

駅等での募金活動又ペットボトルのキャップの収

集などをしているという活動報告がありました。

Ⅲ、平成 24度、春日丘高校と豊田工専の合同合宿

が、8 月１１日～13 日の 2 泊 3 日で、＜長野県上

田市＞で行われました。私は 12 日の「武石夏祭り」

と夜の「ファシリテーション」に参加しました。

＊インターアクトクラブ員たちは、1 日目は：農

家で民泊し農作業や家事の手伝いなど「日本版ホ

ームスティ」、２日目は：「武石夏まつり」に参加、

３日目は：美ヶ原 高原 美術館の清掃活動をされ

たとのことです。

・夜 8 時に祭りが済んで、11 時から旅館の中広間

に全員集まって、全員参加の「ファシリテーショ

ン」による「ワークショップ」が始まりました。

今回の反省を来年の活動へどう生かしていくか」

と、高度な意見の応戦です。

Ⅳ、9 月 2 日に名古屋キャッスルプラザで、「第２

５回 2760 地区 新世代サミット」に参加しました。

【新世代のためのＲＩ常設プログラム】について

のお話の後、インターアクトクラブの報告など各

クラブの活動報告が１５分単位で発表されました。

最後に、この「新世代サミット」に参加させて頂

き、「新世代委員会」を理解する機会に出合えた事

を感謝いたします。

有難うございました。

（会長挨拶）

（卓話 峠 テル子君）

（春日台丘 IAC）


