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例会場: 鈴鹿商工会議所 4F 大ホール; 例会日: 火曜日; 例会食事: 12:00; 例会: 12:30-13:30; 会報発行担当: 植田幸嗣

第 1484 回例会 2016 年 7 月 26 日（火）

ると言うことが私の考える「ワーク・ライフ・バ

例会場: 鈴鹿商工会議所 4 階大ホール

ランス」です。

例会進行: 藤野恵子副 SAA

世の中が不景気でお給料もボーナスも出ない状況

開始 12：30 終了 13：30

の中では楽しい人生や生き甲斐はあり得ないので

点鐘:世古口弘子会長

はないでしょうか？多くの先輩たちが作ってくれ

ソング: 四つのテスト

た道のりをロータリアンとしてもしっかり守りな

ソングリーダー: 勇理維子会員

がらこの繁栄を続けていけるように頑張って行き

会長挨拶 世古口弘子会長

たいと思います。

ワーク・ライフ・バランスに

幹事報告

服部高宣幹事

ついて

1.

今、世の中では「ワーク・ラ

のお知らせ

イフ・バランス」つまり、働

＊8 月 16 日（火）特別

く事のみではなく、生活を楽

休会

当クラブ例会変更

しむことこそが人生であると言う価値観が若い人

＊8 月 23 日（火）納涼例会

達中心に広まっているそうです。確かに働きすぎ

＊8 月 30 日（火）⇒8 月 27 日（土）鈴鹿・亀山

で過労死していくような人生は決して良いとは言

グループ IM・ガバナー公式訪問合同例会のためコ

えませんし、また、そんなニュースを耳にするた

ンフェット鈴鹿平安閣

びに暗いイメージしか湧いてきません。かつて日

2. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会

本人は「働きすぎだ」という批判が外国からあり

変更のお知らせ

ました。でも、それは日本が裕福に繁栄していた

鈴鹿ＲＣ：8 月 10 日（水）お盆休会

から批判された訳であり、これからも日本が繁栄

8 月 31 日（水）→8 月 27 日（土）鈴鹿・亀山グル

し続けていくという保障は必ずしもありません。

ープガバナー公式訪問合同例会・IM のためコンフ

考え方が古いのかもしれませんが、世界のお昼休

ェット鈴鹿平安閣

み時間について行けない国も沢山あります。スペ

鈴鹿シティＲＣ：８月１７日（水）特別休会

インの昼休憩シェスタなんて大体 13：00～16：00

８月３１日（水）⇒ ８月２７日（土） ＩＭ・

ですよね。ながすぎませんか？【笑】私には生活

５クラブ合同例会のためコンフェット鈴鹿平安閣

できませんね！！毎日努力してその努力の成果を

亀山ＲＣ：8 月 15 日（月）特別休会

バネにして生き甲斐にしてこそ良い待遇が得られ、

8 月 22 日（月）⇒8 月 20 日（土）納涼家族例会・

仕事の楽しみの中から余裕を見出し趣味を満喫す

関宿花火大会のため（株）関西ゴム
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8 月 29 日（月）⇒8 月 27 日（土）鈴鹿・亀山グ

８・本日例会終了後、第 5 回定例理事・役員会を

ループガバナー公式訪問合同例会・ＩＭ参加のた

事務局において開催いたします。

めコンフェット鈴鹿平安閣

９・受贈誌：2016-2017 年度事業計画（桑名北、

鈴鹿ベイＲＣ：８月１１日（木）特別休会

四日市南ＲＣ）

８月２５日（木）→

委員会報告

８月２７日（土）鈴鹿・亀

山グループガバナー公式訪問合同例会・ＩＭの為

① 森豊

直前出席副委員長：

コンフェット鈴鹿平安閣

2015-2016 年度下半期ならび

３．2015-16 年度第 16 回理事・役員会決議報告

に年間出席者表彰

1） 第 32 期収支決算について・・・承認
４・2016～2017 年度 地区大会のご案内
・開催日
・場

年間ホーム皆出席、下半期

2016 年 10 月 22 日（土）
・23 日（日）

所

高山市民文化会館

ホーム皆出席の川戸会員

高山市昭和町

1-188-1 ℡ 0577-33-8333
・登録料

会

員

１０，０００円

ご夫人・ＲＣ関係団体
・歓迎晩餐会

５，０００円

下半期ホーム皆出席の伊

１５，０００円

藤義一会員と川岸会員

レディースプログラム（ご夫人） 無 料
・参加申込期限

8 月 31 日（水）

・追加変更・取消期限 9 月 7 日（水）
・振込期限

9 月 14 日（水）
（期限後の取消に

よる返金は致しません。
）
※ 詳しくは本日配布しました案内パンフレット
下半期皆出席と年間皆出席（ホーム以外を含む）

をご覧下さい。
５・不破・不破の関ロータリークラブ合併、承認

② 森

豊ゴルフ部会長

について

7/25 ゴルフ部会第 1 回ゴルフ

合併日：2016 年 7 月 1 日

コンペならびに会議の報告

合併後のクラブ名：不破ロータリークラブ
③ 勇理維子青少年奉仕委員長

例会日：毎週 木曜日 12：30-13：30
例会場：大垣西濃信用金庫

垂井支店２Ｆ

おじさん先生講師派遣について

６・2016 年 8 月のロータリーレートは, １ドル＝

9 月 14 日（水）千代崎中学校

102 円と本部より連絡がありましたのでお知らせ
致します。
７・2016-2017 年度上半期会費の納入がまだの方
はよろしくお願いいたします。
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④ 岩崎透ロータリー情報委員長

ちらを選ぶか．貴方ならどうする？？？

３分間情報ミーティング

大泉源之 今回も年間 100％出席出来ました。

・出席免除の規程が変更

沖

ロータリー２０年以上在籍でト

王沖でよく釣れています．釣りに行きましょ

ータル８５年

う！！

６５歳以上で資

俊成

格あり

岩崎

・例会と出席を柔軟に各クラブで取り決める

頂きました．

・会員身分の規程の変更

下田徳重

出席報告

透

釣り情報です．現在、スルメイカが大

昨日のクラブゴルフ大会、優勝させて

岩崎さん、ゴルフ優勝おめでとうござ

います．

岸本春雄出席委員長

加藤

正会員 41 名中 24 名出席．出席

稔

昨日のゴルフと昨夜の例会おつかれさ

んでした．

率: 68.57%

本日のプログラム:

先週の補正出席率:82.35%
先々週の補正出席率:80.00%

2016-2017 年度国際ロータリー第 2630 地区

ニコニコボックス報告 加藤稔親睦・家族委員長

第 1 回ロータリー財団研修セミナー報告

多額※

河田勝正ロータリー財団委員長

※世古口弘子

日時

ゴルフクラブ大

2016 年 7 月 24 日（日）

会、とても楽しく和ませて頂き

12 時点鐘（10 時 30 分受付開

ました．

始）

服部高宣

昨日は森豊会員にお世話になりました． 場所

岐阜

都ホテル・ボー

ありがとうございました．

ルルーム

福井隆男

（1）Ｒ財団 100 周年記念特別講演

呼びかけ人は、少し早くに出席して、

来られる人を待つのは当然だ．昨夜の 7 月 25 日

「分析という暴力を超えて―下からの平和

（月）17：30 より、
「徳兵衛」でローターアクトの

づくり―」

会議とのことで、21 日にメールを戴いた．少し早

日本国際ボランティアセンター・イラク

く徳兵衛に行き、急峻な階段を苦労して 2 階にお

事業担当 池田未樹 氏

邪魔した．私は早くに行ったので誰も来ていなか

（2）Ｒ財団部門委員会各小委員会による説明

った．寸前になって、委員長から半時間余り遅れ

1.資金推進小委員会

るとのメールが入った．誰でも急用で遅れること

寄付の増進を努力する委員会

がある．もう 1 時間早く、遅れることを通知して

ポール・ハリス・ソサエティ会員は「毎年

ほしかった．頭に来た私は、直ぐに帰宅すること

1 千ドル以上をＲ財団に寄付すると誓約し

にした．玄関で、服部・沖君が出来たのに会う．

た会員」

何人かの人の時間のロスだ．半時間ほど待って会

2.ポリオ・プラス小委員会

議に参加するべきであっただろうか．織田信長（直

ロータリーのプログラムの中で、第一の優

ぐに帰宅する）と、徳川家康（気長に待つ）のど
3
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先事項はポリオ撲滅 30 年間にわたる、この
プロジェクトの展開によりポリオ発症数は
これまでに 99％減少し残るは１％
3.資金管理小委員会
補助金の流れを明確にする委員会
2016 年 10 月 29 日（土）第 2 回ロータリー
財団研修セミナーとして「補助金管理セミ
ナー」を開催
4.補助金小委員会
①地区補助金②グローバル補助金
③学金・学友④ＶＴＴ
※ロータリー財団の寄付
寄付の種類は大きく 3 つ。年次基金寄付、恒久
基金寄付、使途指定基金寄付（ポリオプラス基
金寄付など）。これとは別に重点分野への分野別
寄付もある。
講評

地区研修委員会委員長

石垣

智康ＰＧ

要点をまとめた研修会であり各クラブへ
持寄り報告すること
所感

カウンセラー 由良

久ＰＧ

わかりやすい説明会・セミナーであった。
Ｒ財団委員の努力の成果がみられる
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