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それでこそロータリー
会員 65 名（出席率算入人数 58 名）
出席 46 名 出席率 79.31％
前々回補填率 95.08％
（9 月 14 日分）
体験例会 ポカレル ･ パラスマニさん

会長 あい さつ


会長 太田 敦士さん
皆さん、こんばんは。ポカレル
･パラスマニさん、ようこそお出
で下さいました。夜ゆったりと楽
しい例会ができるのは私共のクラ
ブだけだと思いますので、是非私
共のクラブへの入会を考えていた
だきたいと思います。心から歓迎
致します。
今日はクラブフォーラムですが、フリートーキン
グ例会の雰囲気で、テーブル毎に皆さん自由に話を
していただきたいと思っております。テーマは「会
長賞に向けて」ということですが、これも堅苦しい
事ではなくて、会長賞に向けて頑張ることが皆さん
にとっても楽しいものになれば良いと思っているも
のですから、みんなで協力して何かを創り上げると
いう気持ちでやっていただければありがたいと思っ
ております。
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2010 年 9 月 28 日（火）晴 第 12 回
〜 新世代のための月間 〜
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地域を育み、大地をつなぐ
2010-2011 年度 RI 会長

吉木

邦男さん

1. 海外出張届けが出ております。佐々木元彦さん、
上海へ9月26日〜9月29日、商用です。
2. 次回10月6日㈬はガバナー公式訪問です。曜日が
変わっております。スタート時間は12時30分、場
所は名古屋観光ホテル3階「那古の間」になって
おります。お間違いが無いようにご出席下さい。

第 927 回例会（10 月 12 日）のご案内
職業奉仕委員会担当卓話
職業奉仕委員長 宮嵜 良一さん

◆

会長賞に向けてのクラブフォーラムです。

中西 芳子さん
江上 隆夫さん
吉木 邦男さん
山本 誠一さん
牧野 好弘さん
武藤 正行さん
出田真太郎さん
榊原 和美さん
三浦 和人さん
川辺 清次さん
安藤
修さん
小野 雅之さん
朝比美和子さん
本日合計

体験例会

白銀 義昭さん
坂田 信子さん
加藤 英敏さん
太田 敦士さん
長尾 浅吉さん
大橋さなえさん
児島 徳和さん
久米 伸治さん
白藤 憲雄さん
野々村憲吾さん
細井 俊男さん
宮嵜 良一さん

37,000 円

累計

浅井
浩さん
木下 福郎さん
新原
尚さん
犬飼りさ枝さん
森田敏二三さん
三浦
隆さん
本多 利郎さん
中村
勝さん
伊藤 圭一さん
宮澤 伸光さん
東山 直史さん
加藤 宜之さん
553,000 円

紹介

■三浦 和人さん
大橋さんと私の共通の友人でネ
パールからおみえになりました
ポカレルさんを紹介致します。ネ
パールでローターアクトを10年位
やっておられて、今年は国際ロー
タリー月間でイギリスのバーミ
ンガム国際大会に出られていま
す。また、ネパールが民主化され
て4周年ということでご当地にネパールの大使がみ
えた時にポカレルさんが司会をやってみえます。日
本語、英語、ネパール語、インド語の4ヶ国語に堪
能で、それを生かして日本で貿易をやっておられま
す。名南RCが国際化するためには是非入会していた
だきたいということで、今日は体験をしていただい
ています。宜しくお願い致します。
■ポカレル ･ パラスマニさん
僕は友達3人とネパールで初め
てのローターアクトを創りまし
た。ロータリーは世界の家族と
思っているので世界中どこのロー
タリークラブに入っても同じだと
思っています。これから僕もロー
タリーに入って頑張りたいと思っ
ています。

委 員 会 報 告
■国際奉仕委員会
委員長 木下 福郎さん
本日第2回目の英会話教室を愛知県青年会館でや
りまして、10月からは毎週行うということになりま
した。場所は、来週からは我々メンバーの会社の会
議室を交代で使って行うという話になりました。会
費は講師代だけになりますので、大体1000円くらい
になります。来週は4RCの後、私のフジテックの会
議室で、2時〜3時まで行います。人数が多ければ延
長もしていただけるので、是非勉強したいという方
は木下までご連絡宜しくお願い致します。
■親睦活動・家族委員会
委員 江上 隆夫さん
11月2日のゆったり例会についてご説明を致しま
す。場所はアンティカローマというイタリアンのお
店でございます。時間は18時30分からです。当日は
5名ずつくらいのテーブルに、分煙して座っていた
だきます。場所は、桜通りの小川町の交差点より東
へ1本信号を行くと布池の交差点がありますが、そ
こから約50mくらいの左側、日本陶磁器センタービ
ルの1階です。当日は駐車場も少なく、飲み放題で
すので、歩きで来て頂きたいと思います。宜しくお
願い致します。

同 好 会 報 告
■混声合唱団
世話役 川辺 清次さん
本日3ヶ月ぶりに練習を再開致します。来年6月4
日の全国大会へ向けてスタート致します。新しいメ
ンバーも募集しております。お腹から声を出すのは
非常に健康に良い事ですので、是非この機会に宜し
くお願い致します。また、配偶者の方にも個別に電
話でお誘いしますので、もし配偶者の方がその気に
なった時には快く出していただけますようお願い致
します。

クラブフォーラム
テーマ：会長賞に向けて
■クラブ奉仕委員会
委員長 猪村 美之さん
9項目あり、ほとんどが可能性があると思いま
す。「効果的な会員維持計画を実施していますか」
最近趣味の会等を立ち上げたりしていますので評価
されると思います。「会員勧誘計画」川村委員長が
強化グループ等を編成してやっていますのでこれも
良いと思います。「現クラブ会長エレクトノミニー
が3ヵ年計画を立てて文章として残していますか」
達成可能です。「例会で豊かな親睦の機会と活気あ
るプログラムを提供しているか」これもOKです。
「クラブのwebサイトを設けているか」これもして
おります。「会長エレクトがPETS又は国際大会に
出席した場合の資金面援助があるか」OKです。「1
名以上の純増」あればこれもOK。「新しいロータ
リークラブのスポンサーになったか」残念ながらな
る計画はありませんので駄目です。50点満点の25点
以上で会長賞の資格、35点以上で特別会長賞の資格
が取れます。充分クラブ奉仕としてはいけると思い
ますので宜しくお願い致します。

■職業奉仕委員会
副委員長 久米 伸治さん
会長賞に該当する項目は9項目あります。その
内、「現ロータリー年度中に例会で職業奉仕に関す
る委員会報告を4回以上行うか」が10点、「ロータ
リーが年度中に新しい職業奉仕プロジェクトを開発
しこれを開始しなければならない」については先ほ
ど木下さんから英会話で会員の会社の会議室を使う
という話があり、その時に工場見学をして会社を見
ればクラブ内の会員の仕事がどのようなことなのか
をよく理解することができます。下手に大手を見る
よりも身近なものから知ろうというのはどうだろう
という話がテーブル内の話し合いで出ましたので
これを実施したいと思っております。これが5点で
す。「入会時に全ての新クラブ会員に4つのテスト
と、ロータリアンの職業宣言を渡していますか」渡
しています。ロータリアンの職業宣言については次
回委員長の方から詳しくお話していただくというこ
とでお願いしました。これで5点です。「2010年10
月職業奉仕月間を記念し特別なプログラムやイベン
トを実施しますか」ということで5点もらえますの
で、10月をお楽しみにして下さい。以上で50点満点
中25点クリアできると思います。我々職業奉仕委員
会頑張ってやっていきますので宜しくお願い致しま
す。
■社会奉仕委員会
委員長 児島 徳和さん
社会奉仕委員会としましては10月30日㈯、3施設
合同フットサル大会の練習試合の支援ということで
皆さまにご協力をいただいております。ただ、出席
の返事がまだ3名だけでございますが、おそらくか
なりの方が出ていただけるのではないかと期待して
おります。焼そばを焼いたり色々しますので最低10
〜15名は必要かと思いますので、是非理事、役員の
方々宜しくお願い致します。これが実現できれば、
ノルマの点数を充分クリア致しますので是非皆さま
ご協力宜しくお願い致します。
■国際奉仕委員会
委員 武藤 正行さん
先ほど木下委員長から英会話教室の話がありまし
たが、20周年に台湾のロータリークラブを迎えると
いうことで、我々国際奉仕委員会は英会話にかなり
プレッシャーを感じております。今日の体験例会に
お見えになられた方が英語も堪能ということですの
で、参加していただけるなら、かなり心強い味方が
現れたと思っております。宜しくお願い致します。
国際奉仕には9つの項目がございまして、その中
で3つは不可能でございますので、残り6つの中から
になります。「国際親善奨学生の派遣」ということ
は、承認されております。「ポリオ撲滅のチャレン
ジに積極的に支援しているか」これも認められて
おりますので2つは確定しております。それから、
「過去12ヶ月間に財政的な支援、現物出資、ボラン
ティア活動といった形で世界社会奉仕プロジェクト
を支援していますか」これもクリアできそうです。
後1つクリアすれば良いのですが、それは「ロータ
リー財団へ全クラブ員が100ドル以上寄付をする」
ということですので、皆さん、是非これに対して寄
付を宜しくお願い致します。これでもって会長賞の
承認が受けられると思っておりますので宜しくお願
い致します。

