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に貸亜なお時間を割いて頂き、感謝申し上げます。

今月はロータリー財団月間であります。先日皆様に

寄付の御願いを送付致しましたが、重ねて1人$100

以上の御寄付.を御願いする次第です。 27日からは

GSEでフランスのエヴィァン･ |､ノンRCスポンサー

のブノワ．デフモさんを千種クラブでお世話すること

になりました。又、今週土、日は地区大会があります。

出Iﾙ縦務者の方は、御忘れのないようよろしく御願い

します。

最後にけl豫田委員長始め職業奉仕委員会の皆さん、

今日は有雌うございました。

‘w鞠…農‘'雨…響'歳碆，きようの例会侭…………篭
：第1204回 平成19年11月20日(火） ﾊｾ
;卓話財団月IM1地区恒久基金委員会朱宮新治委員長；
農雲‘槙ｼ…蝉葹…:塾,‘,ﾐﾂ熱,詞藷‘響,舜響‘,薯f塾』侭些詫筌,‘賓塞,宗,轡‘,ﾐﾂ琴‘,ﾐﾂ坐-鐸』‘領’盛

へ

侭…………響先週の記録髭…箸'侭…塔'哨
:第1203回 平成19年11月13日(火） 晴；
： 職場例会 キリンビール清洲工場見学 ；
鴫響嗣‘響,‘侭ｼ翠念陰p‘侭ｼ響‘侭’雲‘長‘響侭智侭‘塾,侭雲侭碧歳琴侭響戸澤‘債%馨,‘債%善,侭永

囹ビジター紹介

キリンビール清洲工場 工場長中島 肇様

制工場長兼環境安全室長小林宏之様

囹出席報告

会貝 60 （54）名 出席 29名

出席率 54~72％

前々|ml 10月23日（修正出席率) 9464 %

|伊豫田職業奉仕委員長摸霧1
本日は会員29名の参加

を頂き有難う御座いまし

た。只今、キリンビール

エ場見学と製造工程の説

明を済ませ、おいしい

ビールを頂きました。

今まで見学はあるもの

の例会を開催することは

無く、中島肇工場長には

一職場例会 F，垂可■"■r角、、 ”へ可nケタ一、可

一

ご無理なお願いをしてしまいましたが、キリンビール

では環境の取り組みに大変力を入れておられますの

で、小林副工場長よりお話をして頂き、その後お食耶

にさせて頂きます。

どうぞごゆっくりお過ごし下さい。

團講演“キリンビールが推進する環境対策”

キリンビール副工場長 小林宏之様

キリングループの環境理念・基本方針

辮蝿識癖賓需…環境方針については1991

，
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大変お忙しい!:|:!、工場長中島肇様のお出迎えを頂きました。

水谷幹事報告

1）次回例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員の方はお残り下さい。

年7月に「キリンビール地

球環境問題の取り組みの基

本方針」を定め、潔境保全

活動を継続してきました。

1999年8月には、環境経

営をいっそう推しすすめる

ため、それまでの「基本理

念」「行動基準」を全面的に

ごしての「環境理念」と「礫

|宮尾会長挨拶
本日は、キリンビールの｢|’

島工場長、小林副工場長のお

陰で職場例会を開催すること

ができました。又、後程小林

副工場長からは、環境対策に

ついての卓話をして頂く予定

であります。年末を控えての

御忙しい中、千種クラブの為

串

見直し、キリ

境基本方針_’

ングループとしての「環境理念」と「猟

を策定しました。
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環境理念には、 「持続可能な社会榊築のため、事業

活動のあらゆる場面に、環境保全への取り組みを内在

化（ビルトイン） していくこと」を｢ﾘl記しています。

環境理念を実現するために定められた蝋境基本方針

は、 3R(Reducc･Reuse･Recycle) と2A

(Assessment･Audit)への取り組みが基本的な考え

方となっています。

これら「環境理念」 「環境基本方針」に蛙づいて、

グループ全体で環境保全の取り組みを推進していき

ます。

キリングループ環境基本方針

「3つのR｣ (Reduce･Rcusc･RccycIc)と2A

(Asscssment･Audit)を基本的考え方とし、以下の

方針により環境対策を推進していきます。

⑪製造、物流、販売、消費、再資源化・廃棄等のライ

フサイクルの各段階における環境負荷を十分考慮し

て、商品開発・技術開発並びに資材等調達を行います。

②環境に与える影響を考慮し､環境目的・目標を定め、

定期的な見直しにより、環境保全の質の継続的改善

を図ります。

③環境関連の法律・規制・協定を遵守するとともに、

自主管理基準を設定し、一府の環境保全を図ります。

④省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化、オゾン畷

破壊物質・地球温暖化物質・有害物質等の排出削

減、 リサイクルの推進により、地球蝋境負荷の低減

に努めます。

⑤環境監査を実施し、環境方針・環境保全にかかわる

費用等とともに環境報告等により．情報開示します。

⑥環境教育・社内広報活動により、全社員に対して畷

境にかかわる方針の理解と環境問題の璽要性に関す

る意識向上を図るとともに、社外への環境啓発活動

に積極的に取り組みます。

⑯リサイクル・自然保誰活動推進団体等への支援を行

うとともに、自ら率先して広く社外活動に参画します《》

e海外活動において、当4砿|における蝋境保全に-|一分

配慮します。

※バスにてとても穏やかな天気の巾、いつもの例会と

は違ってのんびり気分で池下を10時に出発。

‘，馬ﾂ響，嗣罪轡､烏ﾂ蝉侭響』先週の記録侭…響，籏鶴‘尋崎愚篭3

$第1202回 平成19年10月29日(月） 晴；
ビ 雁

ガバナー公式訪問 3副
ビ ビ

3 （名古屋東ロータリークラブ合同） 3
偽…鰹』‘長’…響舜…琴‘,弓筈向…琴嗣響』侭……学歸竺一両響‘ぅﾐw談

囮"君が代”

囮"それでこそロータリー”

圏ビジター紹介

第2760地区ガバナー 江崎柳節君

第2760地区幹事 河村嘉男君

囹ビジター数（10／30） 39名

囹出席報告

会貝 60 （55）名 出席 36名

出席率 65~45％

前々同 10月16日 （修正出席率) 98.45%

|伏原名古屋東RC会長挨拶’
へ

本日はガバナー公式訪問で、千種RCと合同で行う

ことになりました。

今年のガバナーの公式訪問は「100万ドルの食事」

を提唱されていますが、キャッスルホテルとは今後も

|剛力してクラブを運営していきたいという方針ですか

ら、特別美味しいご馳走を用意していだきました。そ

の代わり、みんさんに募金をお願い致しました。その

募金は、 12万4000円が集まりました。これを、地区を通

じてロータリー財団と米山記念奨学会へ寄付いたします。

さて、外国でのガバナー公式訪問はどの様に行われ

ているのかと思い、たまたま昨年7月にミュンヘン

RC公式訪問に出席して参りましたが質疑応答が大変

多く、通常例会でも活発とのことで、お国がらの違い

もあるのだと感じました。

では、最後までごゆっくりとお過ごし下さい。

へ

|宮尾会長挨拶

ビールも入り和やかに、おしゃべりにお食事に！
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に、非常に素晴らしいと思っています。

東クラブは49年目を迎えて本当にロータリーらし

い、非常に優れた方々がおみえになるクラブでござい

ます。子供、孫と5つのクラブを創設して頂き、また、

増強が一番大事であるという考えから、増強委員長を

理事会に入れています。

しかし、 クラブ奉仕の機能が今、 クラブの管

理・運営の面で少しずつおざなりになりつつあり

ます。クラブ奉仕は自分たちの理念を磨こうとい

う、自分に向けての奉仕ですから、単なるクラブ

維持のための小委員会の集まりではありません。

クラブ奉仕の中にクラブの面白さと有意義さ、そ

して今日的なクラブの活動などの情報を流してい

ただいて、皆で共有できるようなシステムが望ま

れます。

名古屋千種ロータリークラブは、このたび25周年を

お迎えになりました。誠におめでとうございます。こ

のクラブは、新世代奉仕が素晴らしいです。この地区

に81クラブがありますが、その中で抜きん出た奉仕を

していらっしゃいまして、注目されています。両クラ

ブともインターアクト、ローターアクトを一生懸命

やっていただいていますが、特に新世代というのは、

私どもの問題だけではなく、人類の未来そのものの問

題ですから、ぜひ私どもも懸命に取り組みたいと思い

ます。

今年のRIの会長は、カナダの公認会計士のウイル

キンソンさんで、今年のテーマは「ロータリーは分

かちあいの心ROTARYSHARES」です。分かち

合うものは愛です。愛を分かち合うということは、

常に親切心を発揮するということです。分かち合う

ということは、自ら他人のために我を忘れて奉仕す

ることです。

この地区の今年度の運営方針は「違いをもたらそう

OneDifference」です。

ロータリーには、いろいろな素晴らしい人たちがみ

えます。それが、他の慈善団体、奉仕団体と違うこと

です。そして、たくさんの職業分類の中から1人ずつ

が毎週1回集まり、自分の理念を磨き、奉仕の理想と

いうものを会得して皆で分かち合っています。

ロータリーはこのような理念を持った団体です。で

すから、私どもはロータリアンとしての自己を確認し

て、それにふさわしい行動をしましょう。それが「違

いをもたらそう」という意味です。

ロータリーは色々ある実業界の中から職業分類で代

表の方にお一人ずつと、専門職業人という分野から代

表の方にお一人ずつ来ていただいています。そういう

立派な方々が週1回集まり、奉仕の理念を学ぼうとし

ている集団です。それが粛々と長年にわたって行われ

ています。

ロータリーの奉仕プロジェクトに関しましては「ポ

リオプラス」が大きな成果を収めています。 10年間で

ワクチンの接種を受けた子供は世界中で20億人に達し

ました。約700万人は健全な子供として育っており、

そのうち200万人は合併症にかかり命を落とすもの

だったことを考えると、 200万人の命を救ったことに

本日は、江崎柳節ガバナー、河村嘉男地区幹事をお

迎えして、東クラブのお世話で1202回目の例会を開く

ことが出来ました。江崎ガバナーは地区大会迄に地区

の全クラブを回られる予定で、 もう80%は回られたと

か、大変ハードな御仕事ですが、河村幹事共々今後と

も健康には充分御留意されん事をお祈り致します。

本日はこのような席を設けて頂き、伏原会長、野田

幹事、佐治設営委員長を始め東クラブの皆様には大変

お世話になり、千種クラブー同を代表して感謝致しま

す。有難うございました。

又16日に創立25周年記念式典を催しました所、江崎

ガバナー、河村幹事、伏原会長、野田幹事、尾関様、

古川様、千田様、水野様には花を添えて頂き無事終了

する事ができました。重ねてこの場をお借りしてお礼

申し上げます。

当千種クラブは1982年8月16日に東クラブをスポン

サーとして誕生しました｡以来25年間の活動を通じて、

楽しい、家族的なクラブとなりました。これも故水野

民也創立会長のお陰であります。お亡くなりになるま

で千種クラブの大黒柱となって支えて頂き、特にニコ

ボックスを大事にされ、その伝統は今も引き継がれて

おります。

本年度は“感謝”をテーマに活動しております。25

歳と言えば世間では生意気盛りの青二才でございま

す。東クラブの皆様には今後ともよろしく御指導を賜

りますことを御願い致します。

先ほどの募金ですが、当クラブでは3万6500円集ま

りました。ありがとうございました。

｜江崎ガバナー講話’

へ

~

霊冒蕊
。
…

へ

『~3

本日は、名古屋東ロータリークラブ、名古屋千種

ロータリークラブ、活発で理念の高いクラブに訪問さ

せていただきました。先ほど、両クラブの会長、幹事

様、次年度の会長幹事様にお話をいろいろうかがいま

した。

また、この度は、私どもの訪問の際に「100万ドル

のお食事」をお願いいたしました。しかし、このよう

な由緒あるホテルでは難しいことでして心を痛めてい

ましたが、別にご寄進をいただけるということで、大

変ありがとうございます。これはお預かり致しまして

ロータリー財団、米山奨学会に、 クラブのご指示通り

に寄進させていただきます。

この2つのクラブは大変理念が高く、クラブの運営

の面では今までのロータリーとは違う、非常に新しい

方向を模索していらっしゃるということに驚くと同時
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なります。今、ポリオの他にも壮大なプロジェクl､が

行われています。この地球上で字が読めない人に字が

読めるようにしてあげようと、ロータリーが開発した

CLE(ConcentratedLanguageEncounter)方式

による識字、識読を教え人口爆発、AIDS蔓延防止、

経済搾取からの独立、教育的な育児など、如何なる資

金援助よりも地区の人々を幸せに出来ることが判って

います。

これらのプロジェクトを達成した後、次にどこへ向

かうかというと平和への努力です。一番最近の目覚ま

しい成果はパレスチナとイスラエルの若い人たちを集

めてスイスのロータリーが大々的に世界平和のシンポ

ジュームを行ないました。又、 「世界平和フェロー」

という奨学金制度が出来まして、次年度にはこの地区

より1名が選ばれ11月の地区大会にて講演をして頂き

ますので是非ご参加項きますようお願い致します。

鐸“”零唾変埣蓉謬謬＠忽蓉謬､感電チヤリテイーラン2007”謬乙率謬薙鶉“奪謬“黛迩心謬謬玲
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憲孝和田 正敏；前元

三好

奥村

尾関

佐野

竹内

也

親

司

弘

寛

三

克

彰

武

眞

宮尾紘司

水谷祥督

大川 勝平

佐久間良治

鈴木理之

舎人 経昭

遠山 憲孝和田 正敏：
山本英次 山本眞輔：
吉田 玄 ＃
おいしいﾋｰﾙと楽しい時間に：

感謝！ ’ 合計 ｜：
| 41.000円 ｜ メ

〉

へ

一郎
、

i在田 忠之 萩原喜代子
:林 正路伊豫田博明
:加藤重雄川浦 忠
:小杉啓彰小山 雅弘
ノ

; ('0月29日分） 伊藤健文伊藤三津子 鈴木正男鈴木理之；
;名古屋東RC水野茂生君 川端 圭紺矢 寛朗 谷口 優遠山 憲孝；

; 写真を頂筆した'5周年ご蕾 小杉啓彰小山 耀弘 “本英次 害“ 節美；〔労様でした 黒野 貞夫 黒須アイ子 吉田 玄
:宮尾紘司 前元克也 三好 親 ｶﾊﾅｰ公式訪問に出聯して ；
： ガバナーをお迎えして東RC 水谷祥督西川 豊長 舎人経昭 〈〈
〈の皆様お世話になります 岡田雅俊奥村彰司 ｶﾊﾅｰ公式訪問に出席して ：

鐡鴬_豊乳臺…欝雪L f:服部正夫林 正路 佐野 寛 笹野義春

次回例会 平成19年11月27日(火） 友愛の日
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