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お陰で今まで見えなかったものが見えるように、聞こえ

なかったことが聞こえるようになりました。良くも悪く

も、色々な経験が出来ました。

しかし、自ら掲げたテーマ"自然に優しく 1人に優し

く 1思いやりを! !"の中で唯一自然にだけは優しく接し

たつもりですが、人に対してはまだまだ感情があいまっ

て全てに思いやりを全う出来ませんでした。

事務局から頂いた名刺1締100枚､今9枚残ってい

ます。

本当に色んな人達との出会いが有り、有意義な1年で

した！皆さんありがとうございました。
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最終夜間例会 午後6時松楓閣
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第1366回 平成23年6月14日 （火）晴

友愛の日

◆我等の生業

◇出席報告

会員

出席率

前々回

(37）名 出席29名

38％

1 （修正出席率） 97．37％

42

78．
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今年度最篠の友愛の日
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’ ’伊藤幹事報告

本日例会終了後、今年度最後の理事役員会を開催致

しますので､担当の方は4階棡の間にお集まり下さ

い。

次回例会は6月28日午後6時より最終夜間例会

で、松楓閣にて開催致しますので昼間の例会はござ

いません．
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’三好会長挨拶

皆さん、こんにちは!！

本当にあっという間の1年でした1

今期最後の友愛の日です。

思えばこの1年自分にとりましてはすごく勉強にな

りました。

会長テーマ『自然{-優しく 1人に優しく Iおもいやﾚﾉを1 」 本紙はIW;紙を使廿化ております



－

計した『国際友好各クラブと海外クラブの交流状況』

の説明を、世界社会奉仕委員長・佐藤文昭（愛知長久手

RC) より、 2011年2月に行いました、 タイ・ベトナム

でのWCS活動実績報告、識字率向上委員長・鈴木吉男

（津島RC)より、 2011年2月にR財団のグローバル

資金を活用しての台湾D.3500地区との識字率向上プロ

ジェクトの状況報告をしました。また、特別公演はアマ

ゾンの大森林が日本はもちろん世界にとってもいかに

重要鞍資源であるか、しかしながら最近はそのとても大

切な森林がいかに傷つけられているか、そのために我々

は何をしなくてはならないか、をユーモアあふれる話し

ぶりで語られ、参加者全員引き込まれました。

アマゾニア森林保謹植林協会は善意の協賛金によっ

て運営されており、その浄財が植林という形でアマゾン

の大森林の保護育成に使われています。長坂アマゾニア

森林保護植林協会会長は、完全なボランティアで、謝礼

も交通費も一切受け取らず、その代わり皆様からの発録

費の一郎を協賛金という形で寄贈いたしましたことを

付け加えさせていただきます。近日中に、国際ロータリ

ー第2760地区国際奉仕委員会として植林される予定に

なっています。

地区内クラブで今回の話を聞きたいところがあれば、

どこでも時間の都合のつく限り話しますといわれてお

りましたので、WEBサイトにてご確認いただければ幸

いです。

http:"www.portwave.grjp/shimizu-Chuo/katsudou
/amazon. Html 清水中央RCのサイトです

今年度、各クラブの国際奉仕の皆様、各クラブの会員

の皆様の国際奉仕活動への多大なるご協力と各クラブ

での国際奉任プロジェクトの推進に対し感謝を申し上

げます。

地区国際車仕委員長黒田勝基

☆利バナー月信よ&l⑥ ☆

ガバナーメッセージ
国際ロータリー第2760地区ガバナー田嶋好博

今年度当地区は各クラブ会長、幹事の皆様、ガバナー

補佐の皆様、地区委員会の委員長以下委員の皆様のお陰

で大変充実した1年を送ることができました。皆様のご

協力に心からお礼を申し上げます。終わってみれば早い

ものでしたが、それなりに大変な1年でした。

当地区の水野地区幹事がニューオリンズで開催される

ロータリー世界大会の青少年交換の分科会で日本を代

表して意見を発表することとなり、 5月18日から25日

まで世界大会に出掛けて来ました。水野地区幹事は堂々

と日本の立場をスピーチしましたが、各国のロータリア

ンは日本との青少年交換について、 日本への留学生の派

遣が難しくても、 日本からの受け入れを歓迎するという

ものでした。

話は変わりますが、当地区の東日本大震災への第二次

の義援金の募集は皆様のご協力のお陰で合計2516万6

866円集まりました。地区としてはそのうちガバナー会
に金1000万円、第2520地区（岩手、宮城）に金775万

6000円、第2530地区（福島）に金624万3331円、第

2830地区（青森）に金116万7535円を送ろうかと考え

ていますが、最終的には6月11 日開催の地区諮問委員

会のご諒解を得て決定しようと思います。皆様のご協力

に感謝いたします。

ガバナー会への義援金は現在合計8億6967万9947円

で､被災地区に支払った金l lE1500万6960円を差し引

いた残金は金7億5467万2987円です。

ガバナー会の東日本大震災支援検討委員会では当年

度の募金の目標を9億円､次年度､次々年度各金8億1000

万円、 4年目、 5年目各金3ig6000万円の合計32億円

として、震災で両親、片親を失われた大学生、専門

学校生以下全ての震災孤児を対象に毎月支援奨学金を

支給しよう、産まれたばかりの子供が成人に達するまで

20年間続けようという遠大な計画を検討しています｡今

年度の目標金額はクリヤーできそうですが、次年度、

次々年度は会員1人当り金1万円､4年日、5年日は5000

円の負担をいただくことになると思います。

最後に体調を崩されていた松前ガバナーエレクトが

お元気になり張り切っておられることを報告し、次年度

のご活躍を期待したいと思います。
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|佐久間良治
’ ホームクラプご無沙汰しました

|山本眞輔

｜ 昨日 （’3日） 日本芸術院にて天皇皇后両陛下に拝謁l
1致しました

|油田弘佑 足立一郎 萩原喜代子 ’
1池森由幸 伊藤健文 加藤重雄 ’
1川端 圭 喜多康夫 小林英毅 ’

|小山雅弘 松居敬二 三好 親 ｜
|大谷 恩 尾関武弘 佐野 寛 I
1笹野義春 鈴木理之 鈴木聖三 ！

|竹内克豊 竹内眞三 谷口 優 ’
|舎人経昭 吉田節美 吉田 玄 ’
1 今年度最後の友愛の日です

|林 正路

｜ 元千種RCの会員名古屋三越社長に就任された佐々木’
1氏を囲んで食事会を開催したいと思います 7月131

1 日 （水） ’9時30分頃からで､場所は追って連絡しま｜
'すおてすきの方多数出席お待ちしてます 6月末｜
］ 日までに参加希望の方は事務局に連絡下さい

I 今年度最後の友愛の日です

第2回地区内クラブ国際奉仕霊員

国際奉仕活動に常日頃よりご協力いただきありがと

うございます。

4月28日に行いました第2回地区内クラブ国際車仕委

員長会議の報告をいたします。

今年度田嶋年度の事業報告としてのまとめの意味を

こめて、国際奉仕、世界社会奉仕、識字率向上委員会の

3委員会の発表と、今回は世界社会奉仕の一環としての
プロジェクトを推進している 「A. F, Aアマゾン本部

アマゾニア森林保護植林協会』の長坂優会長による特別

講演もプログラムに入れました。

まず高木輝和G補佐（津島RC)からの挨拶に始まり、

国際奉仕委員長・黒田勝基（高浜RC) より、今年度集
｜ 合計36， 000円 ｜ ,ノ
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’吹回例会平成23年7月5日 （火） 宮地邦樹ロータリー財団奨学生帰国挨4階舞の間
クラブフォーラム 新・旧会長挨拶 前年度皆出席者表彰


