
ロータアリー財団月間

１１月 9 日（金） １１月 10 日（土） １１月 22 日（木） １１月２３日（金）

祝福 福祉のつどい 11月 16日変更 １１月３０日例会変更 休会

卓話 サボテン鉢植 9：30 一色 RC 例会訪問

例

会
予

定 長谷川英輝君 例会 12 時～ 出発 10：00

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎
幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川
事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「四つのテスト」

・今月の歌 「紅葉」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 長谷川英輝君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

紅葉

秋の夕日に 照る山紅葉

濃いも薄いも 数ある中に

松をいろどる 楓や蔦は

山のふもとの 裾模様

今月の祝福

会員誕生日

9日 中島 宗幸君 21日 長谷川英輝君

夫人誕生日

8日 伊藤 正之君・君子さん

12日 名畑 豊君・ゆかりさん

15日 林 鑛三君・時子さん

19日 伊藤 純君・隆子さん

26日 社本 太郎君・富志さん

28日 高木 修君・洋子さん

結婚記念日

11 日 近藤 太門君

２０１２年１１月９日（金）第２１１５回（１１月第２例会）

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

本日はお客様として、グローバル補助金委員会

の副委員長の中村公彦（名古屋名東ロータリーク

ラブ）さんの卓話をいただきます。春日井ロータ

リーは４５周年事業のひとつとして、フィリピン

セブ島の小学校へ水洗トイレの寄贈を計画してい

ます。この事業の資金として、グローバル補助金

を活用することを計画しています。

グローバル資金は６つの活動に対して補助金を

出しています。この６つの事業の一つが「水と衛

生」の事業です。春日井ロータリーが計画してい

ます水洗トイレの寄贈はグローバル資金事業に当

てはまります。資金の額は、春日井ロータリーの

計画予算の約半分の資金援助を期待しています。

水洗トイレ寄贈の予算は３５０万円です。

しかし、グローバル資金の活用には、大きな関

門が多くあります。ひとつは、グローバル資金は

現在、指定地域に限られています。残念ながら、

フィリピンセブ島はこの限定された地区に入って

いません。来年の７月からはこの限定地区が解除

されます。どこの地区に対してもグローバル資金

が適用されます。次に、該当地区、セブ島にある

ロータリーとの共同事業であることです。現在、

この問題に関しては、セブロータリーとのコンタ

クトを取っています。準備調査ではセブロータリ

ーの協力を得ることができています。次の問題は

事業の継続性です。具体的には、事業のメンテナ

ンスがどこまでできるかの問題です。このメンテ

ンスに関しては、施工業者が行なうことになって

います。ただし、期間を５年間とし、それ以後は

セブ市へのメンテナンスの移管を計画して



います。（本日の卓話で分かったことがありま

す。複数の春日井ロータリーのメンバーがこの事

業に関与する必要があるとのことです。これはか

なりの難しいことです。）

ひとつのことを解決すると次の問題が発生する

という事態になっています。地区の方針はある意

味では納得できない面があります。

さて、本日の会長挨拶をさせていただきます。

この挨拶は、今までの挨拶と内容が異なります。

メンバーのお孫さんに披露すれば確実に、お孫さ

んたちの尊敬を受けることになるでしょう。

まず始めに、水が入ったコップを用意してくだ

さい。そして次に、コースターを用意してくださ

い。コップをコースターでふたをして、そのコッ

プのコースターを押さえてひっくり返してくださ

い。ここからはかなりの勇気が要ります。コース

ターから手を離してください。あら不思議！！！

コースターはコップから落ちません。

なぜでしょうか。空気圧がコースターを押し上

げているからです。これは手品ではありません。

物理的な現象です。

次に、千円札を用意してください。千円札を９

０度に折り曲げて、曲がった所に１００円玉を乗

せてください。それをテーブルの上に乗せて、徐々

に両端を広げてください。うまくできれば、１０

０円玉が、お札を１８０度開いても落ちません。

あら不思議！！！

これも物理的な現象です。お札を開くことによ

り、コインの重心が移動します。そして重心がお

札の厚みの上に来ます。そして、１８０度に開い

てもコインは落ちないことになります。

コップの魔法をお孫さんたちに披露したら尊敬

を受けます。お手元の１０００円を財団に寄付を

お願いします。お孫さんの尊敬は１０００円では

買えません。１００円玉を１０００円札の上に乗

せることができない方は、それは１０００円の価

値がありません。財団への寄付のカゴの中に入れ

たほうが良いと思います。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

報告事項

：年忘れ家族会 １２月２１日（金）案内をしま

す。

：第５３回春日井市菊花大会表彰式

１１月１２日（月）AM１０：００

場所は春日井市役所参加者は名畑会長

春日井ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長賞の授与があります。

： 小牧 RC 創立４５周年記念式典

平成２５年１月２７日 (日) 11:00 から

場所 名鉄犬山ﾎﾃﾙ

参加者は名畑豊会長、志水ひろみ幹事

： 2015～2016 年度 ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ選出の報告

加藤陽一君（瀬戸 RC）

：第 2 期 RLI2760 分科会研修ﾊﾟｰﾄⅢ

平成 24 年 11 月 25 日(日)9:00～19:00

場所 名鉄グランドホテル

出席義務者 屋嘉比良夫会長ｴﾚｸﾄ

：地区第２回 広報・雑誌委員長会議

平成 24 年 11 月 27 日（火）15:30 受付

16:00～17:50 懇親会 18:00～19:30

場所 名鉄グランドホテル

出席義務者 山田治委員長または北健司副委員長

：春日井市社会福祉協議会 第４回評議員会

平成 24 年 11 月 30 日（金）14:00~

場所 勤労福祉会館（ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ春日井）

出席者 名畑豊会長

：地区大会にて記念はがきをもらってきました。

数がありませんが、受付においてあります。

◎例会変更

愛 知 長 久 手 １１月２０日 (火) １１月２０日（火）19：00

ＲＣ 夜間例会の為 梅の花

江 南 １１月２２日 (木) １１月２２日（木）

ＲＣ 夜間例会の為 商工会館

名古屋名北 １１月２１日 (水) １１月２１日（水）

ＲＣ 夜間例会の為 アパホテル

多治見リバーサイド １１月２７日 (火) １１月２７日（火）

ＲＣ 移動例会の為 オースタット国際ホテル

一 宮 北 １１月１６日 (金) １１月１７日（土）

ＲＣ ワクチン講演会の為 i-ビル

一 宮 中 央 １１月２１日 (水) １１月１７日（土）

ＲＣ ワクチン講演会の為 i-ビル

一 宮 １１月２２日 (木) １１月１７日（土）

ＲＣ ワクチン講演会の為 i-ビル

◎例会休会のお知らせ

○津島ＲＣ 11 月 19 日（月）は休会

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５１名 欠席 13 名 出席率97.2%

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率94.1%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○本日 財団の卓話宜しくお願いします。

名古屋名東Ｒ／Ｃ 中村 公彦君

○グローバル資金を計画しています。

名畑 豊君

○１１月２日～８日迄 伏見の富士フィルムフォ

トサロンで 日本山岳写真協会の写真展を開催

しています。 北 健司君

○地区ロータリー財団の中村君の卓話 楽しみに

しています。

浅井 瀧治君 磯野 俊雄君 梅田 英夫君



太田 弘道君 亀谷 鉦一君 加藤久仁明君

加藤 茂君 風岡 保広君 加藤 宗生君

貴田 永克君 小島 啓冶君 近藤 太門君

志水ひろみ君 清水 勲君 社本 太郎君

高橋 理恵君 宅間 秀順君 塚本 兼光君

中島 宗幸君 成瀬 浩康君 長谷川英輝君

林 鑛三君 蓮野 美廣君 森田 誠君

松尾 隆徳君 屋嘉比良夫君 和田 了司君

大畑 一久君

○訂正とお詫び

11 月 2 日例会ニコボックス記入漏れ

早川 八郎君 宅間 秀順君

卓話 グローバル補助金副委員長 中村 公彦君

「ロータリー財団未来の夢計画について」

地区ロータリー財団グローバル補助金副委員長

中村公彦（名古屋名東ロータリークラブ所属）

このたびは貴重なお時間を頂戴しましてロータリ

ー財団未来の夢計画につきまして卓話をさせてい

ただきます。本年当地区はパイロット地区指定 3

年目を迎えましていよいよグローバル補助金など

一部の制限が来年度から変わります。

春日井クラブさんのグローバル申請を考えて見え

るとお聞きしました。

ぜひ実現できるよう地区の委員会としましてご協

力させていただきます。

最後になりますが名畑クラブ会長、屋嘉比会長エ

レクト、社本副会長、志水幹事をはじめまして皆

様方の温かいロータリーの友情に感謝申し上げま

す。

＜２０１２～１３年度財団目標＞

１．ポリオ撲滅（End Polio Now）

２．未来の夢計画の準備を整える。

３．財団の教育プログラム、人道的プログラムへ

の参加で世界に平和を。

４．財団への寄付をお願いする（全ロータリア

ン）

５．財団資金をしっかり守る。

＜ロータリー財団 11～12 年度地区別寄付報告(暫

定 12 か月)＞

１．ロータリーカードは財団プログラム参加一

つの手段であり今年度田中 RI 会長は東日本震災

復興に寄与できることを強調されています。

２．地区ロータリー財団要覧を参考にされ今の

春日井クラブの一助になればと思っております。

（ http://www.rotary.org/RIdocuments/ja_pdf/30

0ja.zip）

会長の手品

千円札に１０円硬貨

卓話 中村 公彦君


