サブテーマ：〔相手のこころを理解しよう〕

テーマ

2009-2010年度 国際ロータリーのテーマ

職業講話例会のプログラム
1 移動例会
落合中学校
集合時間 １３時４０分
集合場所 図書室
講話
２クラス各２名講師
講話時間 １４時５分〜１４時５５分
終了後解散

早朝例会のプログラム
1 例会 午前7時30分〜午前8時30分
神戸館
会員卓話 堀井弘之君

今後のプログラム
11月 2日 早朝例会 神戸館
11月 9日 地区大会報告 参加者報告
11月16日 卓話(R 財団委員会担当)
11月23日 法定休日
11月30日 卓話(親睦活動委員会担当)
12月７日 クラブ年次総会
12月14日 卓話
12月21日 卓話 会長・幹事・ＳＡＡ
12月28日 特別休会

前回の出席率
１０月１９日 ８７．２３％ (41/47)
会員総数 ５０名
出席免除者 ３名
10月5日補正出席率 87.23%
メーキャップ
板頭鈔三君、村上幸博君、勝野正彦君
石川英治君、山本正博君、小倉忠雄君
磯村邦彦君、纐纈均君、小木曽孝司君
佐古和也君（D２６３０）

＜四つのテスト＞
1
2
3
4

真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

何かが変わりつつある
百年に一度の政治変化もなんら不思議ではない。
経緯はどうあれ、新しい政治体制に少なからず期待感を寄せ
ている人が多く居ると思われる。
〔何かが 変わりつつある〕 少なからずもそんな印象を与えて
いるのは間違い無い。
百年に一度の経済大波乱である,かってない政治変化が起こってもなんら不思議で
はない。
むしろ変化を求める意識の 魂 の様なものがこの何年間社会の根底に流れ続けて
いたかもしれない。
誰もがチェンジはなかなか難しいだろうと思っていたものが、何のことは無い、あっさ
りとひっくり返ってしまった。
新政権が掲げるマニフェスト 子供手当、高速道路無料化、ガソリン暫定税率等々、
出来る、出来ないは別として、財源が何処から出るのか、過去の政権にはそれほど
の無駄があったのか。 その無駄を取り除くと誰が一番被害を被って、でも又誰かが
徳をする人が出でくるのでは無いか。
以前にも規制緩和した事によって少しでも守られてきていたものが、全て競争社会
に成ってしまったような気がします。
まだ、始まったばかりだから何とも言い様はないが、当面はじっと見守るしかない
でしょうか。
いずれにせよ、今までには無い動きになって来たことは事実ではないでしょうか。
卓話 環境保全委員会担当
講師 垂見孝也(国際奉仕委員会)
テーマ エコドライブに付いて
自動車を運転する場合に、チョッとしたアクセルワークのテクニック
で大きなエコに貢献できる。急発進・急加速・急停止は燃費に最も
悪影響です。自動車に、不必要な搭載物は載せないで出来るだけ
軽量にすることが大切です。例えば(ゴルフバックの積みっぱなし)
とか必要時以外は下ろしましょう。
その他、統計的な数値も踏まえ、解かりやすい講話をして頂きました。
各自がチョッとした気配りでエコ運転を進めて頂ければと考えます。
【10月度 職業奉仕月間】
１０月度理事会報告
① １１月、１２月例会プログラムについて
11/2 早朝例会
場所 神戸舘AM7時30分〜8時30分
11/9 地区大会報告
参加者より
11/16 R財団委員会担当
卓話 松葉中津川警察署長
11/23 法定休日
11/30 親睦委員会担当
卓話 宮田義和君、柘植信成君
12/7 クラブ年次総会
次年度理事承認
12/14 卓話
12/21 卓話
半期を振り返って 会長、幹事、SAA
理事会
12/28 法定休日
09年10月30日No1592
例会場 : 中津川商工会議所３階
10月度会場設営
※ 新世代・出席・クラブ会報
例会日 : 月曜日 12:30〜13:30
Ｎｏ13
会計監査
発行責任者
事務局 : 中津川商工会議所３階
（次回は４月度）
ＴＥＬ ： 0573-66-7301
会 長 板頭釥三
副会長 梅田英樹
ＦＡＸ ： 0573-65-6960
1１月度会場設営
※ Ｒ情報・会員増強・ＳＡＡ
幹 事 村上幸博
携帯 090-1478-8304
環境保全
会報正 纐纈 均
E-mail : info@2630ncrotary.org
（次回は５月度）
会報副 小栗正義
URL-http://www.2630ncrotary.org
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② ２０１０〜２０１１年度会長エレクト・副幹事・会報副委員長について
小倉指名委員長より 会長エレクト（立木亮治君） 副幹事(堀 正勝君）会報副委員長（吉村浩平君)
③ 新会員入会について

園原祐一君
２００９年１０月２５日までに異議なき場合、１２月７日より入会とする。
④ その他 国際奉仕委員会より訪台は９名にて、１１月１０日〜１２日に実施。
職業奉仕委員会より１０月３０日移動例会 落合中学校図書室１３時５０分河井校長より挨拶
１４時５分〜１４時５５分 ２クラス各２名の講師により開催
※
１１月１６日 理事会（会議所３階会議室） １１時４０分〜

氏名 伊藤 隆 （いとうたかし） 入会年月日 Ｈ １３ ．４ 年齢 ５６ 才
職業分類 新聞販売 在籍年数 ９年 社店名 (有)坂本ニュース販売 職位 代表取締役
職業紹介と所感
新聞販売業、日本全国津々浦々、世界一の宅配率を誇る日本の新聞屋です。その規模は
千差万別でこうしたクラブへの入会者は極めて少ない。東濃地区では3/70であります。加入
させて頂いておる幸せを感じております。
ロータリーに思うこと
現在のような経済状況の中、会費等の負担を重く感じております。地区やＲＩの負担を減らして
会費を安くして頂ければありがたいのですが。
氏名 村上 幸博 （むらかみさちひろ） 入会年月日 Ｈ １４ ．６ 年齢 ５９ 才
職業分類 機械工具販売 在籍年数 ７年 社店名 ㈱ムラカミ機械 職位 取締役社長
職業紹介と所感
機械・工具・工場用品の卸売業
ロータリーに思うこと
異業種の交流の場である

氏名 安江 眞佐雄 （やすえしさお） 入会年月日 Ｈ １４ ．１２ 年齢 ５７ 才
職業分類 瓦工事 在籍年数 ６年 社店名 (有)安江瓦店 職位 代表取締役
職業紹介と所感
ロータリーに思うこと

Ｓｍｉｌｅ Ｂｏｘ
・
・
・
・
・

本日は垂見君の卓話です。ご苦労様ですが宜しくお願いします。
会長板頭釥三、副会長梅田英樹、幹事村上幸博
本日の卓話を環境保全委員で担当させて頂きます。卓話者はエコドライブの専門家の我がクラブの垂見孝也君にお願いしました。堀
本日卓話をさせて頂きます。お酒が入ってないのでうまく話せませんが、よろしくお願いします。
垂見孝也
会報のメンバー紹介に載せて頂き有難う御座います。
安藤 茂
一昨日、天皇陛下御即位２０年の岐阜県奉祝式典に出席し、又、会場より伊奈波神社までの提灯行列にも参加してきました。
会長小島伸夫(岐阜県商工会議所連合会会長)始め、古田県知事、衆参議員又各地の商工会議所会頭、市、町、村の長又
議会議長さん等１，０００人の余の奉祝パレードでした。
可児豊司
・ 先週の日曜日は、１０時より中川神社の月次祭、１１時より落合の八幡神社の例大祭に献幣使として出席。１３時には松田神社秋の
例大祭に出席。又昨日は手賀野諏訪神社の例大祭に献幣使として出席と、秋は「みのり」に感謝する祭りが多く有ります可児豊司
・ １０月１８日早朝より若い人たちと、浜名湖までツーリングに行って来ました。秋の日差しの中、とても気持ちがいいツーリングでした。
約２３０キロメートル最近はとても単車に乗る人が増えてたくさんの単車に出会いビックリしました。
古川和博
・ 市議会便りができました。図書館の必要性について私の考えを書いておきました。ご一読下さい。
鷹見憲三

お断り：本日のクラブ会報は10月30日（例会延期）分との合併号とさせて頂きます。
Nakatsugawa center Rotary Club Report

務

