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夢をかたちに MakeDreamsRealNo.38
2008～2009年度RI会長李東建

皆さんこんにちは。

本日はお招きをいただきまして有難うございまし

た。

私が奨学生の時、 III部井さんにカウンセラーをして

頂き、ずっとお世話になっております。

私は3年間カナダのl､ロン|､大学で博士課程におり

ました。

トロントに出発する時、 日本に戻ったら名古屋で就

職が出来ればとお話させて頂きましたが、念願が叶い

2007年4月より金城学院大学文学部英語英米文化学科

で専任講師をしております。

直ぐにでもご挨拶をと思っていたのですが、体調を

崩してしまい遅れまして申し訳ございませんでした。

働き出す前には自分にはどのような社会貢献が出来

るかと考えておりましたが、今は自分に与えられた仕

事を一生懸命にしております。大学は学生を社会へ送

り出す最後の砦のような所だと思い微力ながら働き、

自分も成長できたらと考えております。

どうぞ、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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密"我等の生業”

露ゲスト紹介 元会員 田部井良和様

2001～2005財団奨学生 馬場今日子様

2009～2010財団奨学生 宮地邦樹君

密出席報告

会員 51 (46)名 出席 31名

出席率 67.39％

前々回 5月12日 （修正出席率) 95.83%

密6月会員誕生日

浅井誠寿君(6/1) 萩原英樹君(6/1)

｜萩原幹事報告’
1）次回例会終了後、今年度・次年度の理事役員会を

開催致しますので、担当の方はお残り下さい。

2）名簿の変更、次年度同好会参加のお返事がまだの

方は至急噸務局までお知らせ下さい。

囮吉田社会奉仕委員長報告

5月21日第2回目の環境保全委員会を東山植物園に

て開催致しました．その折に当クラブの創立20周年記

念事業の歌碑を見てきました。ご存じでない方もい

らっしゃると思いますが、 「万葉の道」に千種区の花

である紫陽花を詠んだものです。お暇がありましたら

是非ご覧いただけたらと思います。
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した。今後仲良くお願いいたします。

さて、今は24節気の「小満」 （5月21日）を通ぎたと

ころです。小満とは、万物がしだいに長じて天地に満

ち始めるという意味であり、麦の穂が成長し、山野の

植物は花を散らして実を結び、田には苗を植え始め、

蚕が眠りからさめ桑を食べ始め、染料の原料となる紅

花が咲き誇る季節であります。いよいよ梅雨に入る直

前であります。

私の父（大正4年生）が子供の頃、現在も居住して

いる池下の周辺は桑畑が多く、家の西側には小川が流

れていて、実に長閑であったと話してくれたことがあ

りました。 24節気はかつての長閑であった頃の日本を

思い浮かべさせてくれます。

いよいよ「水無月」衣替えとなります。元気に過ご

して行きましょう。

｜久野会長挨拶｜
こんにちは。五月も末になってしまいましたが、新

型インフルエンザ騒ぎも一段落、ほっとしたところで

あります。

今日はゲストとして元会員の田部井良和様、 2001~

06年度財団奨学生馬場今日子様、 2009～10年度財団

奨学生宮地邦樹君よくおいでいただきました。

ゆっくりお過ごし下さい。

先の5月24日旧)、国際ロータリー第2760地区に新

しく中部名古屋みらいロータリークラブの認証状伝達

式が行われました。会員減少傾向の中でのスタートで

あり、大変でしたでしょう。スポンサークラブは豊田

ロータリークラブ、Coスポンサークラブに岐阜西ロー

タリークラブです。最高齢66歳最年少30歳平均43歳

の若い方々の集まりであり、女性会員の数が回立ちま
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|:| 2009-2010年度のための会員増強セミナー開催報告
（ 〉 ガバナー事務所地区スタッフ鈴木和夫

↓ 平成21年4月19日（日) 2009-2010年度のための地区協議会終了後の15時より、大澤ガバナーエレクトの最初

' 1’ の主幹セミナーとなる、会員増強セミナーが同会場にて引き続き行われました。
（ ）

; セミナーは、コーディネーターに次年度会員増強委員会委員長の小山恨介氏、パネリストに豊島徳三氏（バス
（ ）

,1， トガバナー)、山内登氏（今年度・次年度会員増強リーダー)、杉浦薔康氏（今年度・次年度ロータリー未来委員

1: ’ 会委員長)、藤原研一氏（今年度・次年度クラブ奉仕委員会委員長)、伊藤秀雄氏（今年度会員増強委員会委員長）

I をお迎えし､パネルディスカッション形式で行われました。
{’ 最初に小山慢介氏より、会員数とその増減について、そして地区別の会員数では全国第1位でること、過去5
b' 年間の傾向として、毎年退会者が新入会員を上回っていることから、退会防止にクラブを挙げて努力する必要が
り

A あるとの報告があり、引き続きパネリストによる意見交換が行われました。

|}①ロータリアンであることの誇りや喜びをもっと持つべきであり、 ｸﾗﾌは会員がそう思えるように努力をすべ
|j' きである。

1#②クラブ拡大と、会員増強は決して相反するものではない｡新入会員に各クラブの特色を知ってもらい、自分に
,1 あったクラブを選択してもらえばよいのではないか。
|;③退会者が多いのは少人数で役員の掛け持ちが多くなるのも一要因となっている｡CLPをうまく運用する方法
！ を考える必要がある。
|}④新入会員に対するクラブの説明が不十分であるためにクラブの魅力がうまく伝わらない､そういった点を改善
# すべきである。

ii⑤ベテラン会員と若手会員との意識の差を縮めるための努力をする必要がある｡等々活発な意見が交わされ、 2
1I 時間近くのセミナーもあっという間に時間が来てしまいました。
' :I 会場に参加された皆さんが、本日のセミナーの内容を各クラブに持ち帰り、会員増強に大いに役立てていただ
｛ ）

A きたいと思います。
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宮地君留学決定おめでとうござ 鈴木 理之 鈴木

カナダトロント大学へ留学の馬 います 竹内 眞三 舎人

場今日子さんが名古屋にて就職し ますますのご活躍を祈念します 遠山 憲孝 和田

ています（金城大学）牧野さんよ 足立 一郎 在田 忠之 吉田 節美 吉田

ろしくお願いします 江口 武史 萩原喜代子 馬場さん宮地君よう

皆様よろしくお濯いします 池森 由幸 樫尾 冨二 らっしやいました

久野 峯一 加藤 重雄 小林 明 浅井 誠寿

田部井君お久しぶりですよく 小山 雅弘 松居 敬二 会員誕生日祝い

お顔出しいただきありがとうござ 三好 親 西川 豊長 牧野登志子

‘､拳す 大口 弘和 屋関 武弘 結婚記念日協い際渡邊 源市 佐野 寛 佐々木敏夫
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次回例会 平成21年6月9日（火） 講演“ラジコンヘリコプターの現状”
日本模型航空連盟国際審査員菅木紀代一様
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