2019-20 年度地区方針「グローバルに考え
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地域社会とつながり

２０１９年１０月２５日（金）

ロータリーを成長させよう」
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本日のプログラム Today's Program 卓話担当者：クラブ奉仕委員会・新会員研修
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者：地区研修委員会 副委員長
古田 嘉且 君（江南RC）
題：｢ロータリー雑感-新会員研修に因んで-｣
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台風の影響により、尾張旭市民祭移動例会及び WFF 例会は中止となりました。
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第２３５１回
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会社は、資本金少額で出来るので、子どもや孫を
株主にしておきます。会社が出来れば、皆さんがそ
の会社にお金を貸出し、会社名義で株を購入します。
〇出席者：会員 24 名中 18 名出席 出席率 75.00％
幅広い銘柄を選択し、購入は、以前にお話しました、
「景気の底で購入」
、
「長期保持」の原則を守り、無
会長あいさつ
加藤 清久
理なく購入してゆきます。
（私の経験では、ダウで１
皆さんこんにちは。先週は、
万円をきって来たときでしょう）購入株が増大すれ
ＩＴ、コンピュ－タ社会が進
ば、貸付金も増大しますが、上がる株、下がる株、
むと貧富の差が拡大すると
様々に変化しますので、ある時期を見計らい、下が
お話しましたが、今週は、こ
った株は処分、上がった株は残します。決算時に取
れに対抗する手段について
締役会の承認を受け損金処理します。これを長期に
お話します。お話の前に、
わたって繰り返せば、会社は大きな含み資産が残せ、
１．私の経験から、日本は戦後丸裸の中からの復興
子孫に富を残せ、貧富の差拡大の対抗手段になりま
を遂げ、世界に肩を並べる国に成長ました、こ
の傾向は、今後、極端な変化はないと考えます。 す。また、副次的に株を買うことは経営に参加する
ことであり、経営者気分も味わえるということです。
２．日本の資本主義は、今後、緩やかな成長をとげ
最後になりましたが、今、お話したことは私が実行
ながら、おおよそ、１０年間隔ぐらいで好・不
していることで架空の話ではありません。
況を繰り返します。
３．日本社会は、税制上、法人が個人より有利にな
幹事報告
っています。
･10/7(月)名古屋空港 RC 創立 50 周年記念式典
このことを前提に、その手段とは、まず、ひとつ会
於キャッスルプラザ 加藤会長、
舟橋幹事、
社を持ちましょう。
山田ガバナー補佐、森井分区幹事 出席

第１回セミナー例会 担当者：プログラム委員会
於：グリンシティーケーブテレビ社屋 セミナールーム

ロータリー財団月間
１１月１日（金）
１１月１０日（日）
１１月１５日（金）
１１月２２日（金）
例 卓話担当者：米山記念奨学
卓話担当者：ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 卓話担当者:森 和実
（8 日振替分）
委員会
尾張旭市長
RI 第 2760 地区大会 卓話者:地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ／職業研
会 卓話者：地区米山記念奨学
修委員会 副委員長
(名誉会員)
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ :名古屋清須
委員会 副委員長
青山君
卓話者:
〃
RC
予
小栗 正章君
演題：
「ロータリー財団の多様
演題:｢
未定
｣
於:ﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
演題:｢ロータリー米山記念
性について」
ﾎﾃﾙ
定
奨学事業について｣

･10/8(火)第 10 回 WFF 実行委員会 於ガバナー事
務所 山田地区米山記念奨学委員長 出席
･10/12(土)尾張旭市民祭・WFF 共に台風 19 号の
為中止 例会中止により全員出席扱い。
･10/15(火)苗木配布 於尾張旭市役所 午前 10 時～
加藤会長 他有志会員 参加
･10/17(木)ｶｳﾝｾﾗｰ研修会 於ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙﾌﾟﾗｻﾞ 仲澤
米山記念奨学委員長、岡本ｶｳﾝｾﾗｰ、山田
地区米山記念奨学委員長 出席
本日の会合：第 3 回創立 50 周年記念事業実行委員
会・第 5 回 IM 実行委員会・第 2 回
OFDY 委員会 於尾張旭市商工会館内
例会場 例会終了後

ニコボックス
〇本日、セミナー例会です。田中さんの健闘を祈り
ます。講演を楽しみにしています。
加藤 清久君、飯田 幸雄君、岡本 和士君
桜井 雅博君、谷口 亜弥君、西尾 輝久君
古橋エツ子君、古橋 裕志君、箕輪 良孝君
森井 晴生君、山田 直樹君
〇先日は、苗木配布参加できず。
飯田 幸雄君
〇本日セミナー務めさせていただきます。宜しくお
願い致します。
田中 祐子君

第3回創立50周年記念事業実行委員会
日時：2019 年 10 月 18 日（金）13:00～
場所：尾張旭市商工会館内 講習会室（例会場）
議題：１）記念式典日程及び記念事業について
・今後も検討していく。

第5回IM実行委員会
日時：2019 年 10 月 18 日（金）13:00～
場所：尾張旭市商工会館内 講習会室（例会場）
議題：１）IM 出席依頼文の発送について
２）IM 来賓出席依頼文の発送について
３）予算について
・今後も検討していく。

第2回OFDY委員会
日時：2019 年 10 月 18 日（金）13:00～
場所：尾張旭市商工会館内 講習会室（例会場）
議題：１）運用資金について
・年次通帳へ振り込むこととなった。

第1回セミナー
日 時：2019 年 10 月 18 日（金）13:00～
場所：グリンシティーケーブテレビ社屋
セミナールーム
担 当：プログラム委員会
講 師：一般社団法人体力メンテナンス協会認定
産後指導士 田中 祐子さん(尾張旭 RC 会員)
【

加藤会長 挨拶 】
こんにちは。私は、このセミ
ナー例会を主催する尾張旭ロ
ータリークラブ会長の加藤清
久です。私から、このセミナー
例会の開会に当たってご挨拶を申し上げさせてい
ただきます。
今日は、お忙しい中、このセミナー例会にご参加

いただきありがとうございました。尾張旭市のこれ
からの世代を築く子供さんが元気に育っていただ
くためには、お母さんが明るく、元気でいることが
何より大事と常々考えております。そこで、お母さ
ん方の子育てをされるうえで、今日のセミナー例会
が少しでも、お役にたてていただければ幸いです。
短いですが、これでご挨拶を終わらせていただき
ます。今日はよろしくお願いいたします。
【松永ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 挨拶】
こんにちは。私は、このセミ
ナー例会を企画いたしました、
当クラブプログラム委員長の
松永洋子と申します。先ほど、
会長の加藤のあいさつの中でもありましたように、
本クラブでは昨年から「地域の絆を再認識し、住み
よい町づくりを目指そう！」を基調テーマにセミナ
ー例会を企画し、本年度は子育てをするお母さんが
明るく、元気でいていただくことを目的に、
「子育て
ママを明るく、元気にするために」をメインテーマ
として、2 回のセミナー例会を企画し、今日がその
第 1 回目で、2 回目は 3 月 18 日です。
今日は、講師として本クラブのメンバーでもあり
ます田中祐子先生に、「産後１０年でも間に合う！
お家でできる骨盤ケア」をテーマにセミナーを行っ
ていただきます。ぜひ、この機会に「骨盤ケア」を
学んでいただき、少しでも身体の安定、ココロの安
定に生かしていただければと幸いです。
一般社団法人体力メンテナ
ンス協会認定
産後指導士 田中 祐子さん

『ママの笑顔が家族を地域を元気にする』
産後の不調を終わらせよう。母としてご機嫌な人生
の再スタートを今日ここから！
１、自分の身体とこころからのメッセージ 見落と
していませんか？
２、骨盤の歪みを知ろう
骨盤が歪むと何が起きる？体型が崩れるだけ
でなくこころにも大きな影響を及ぼします。
生涯健やかにご機嫌に生きる為にも 骨盤美
人になろう！自宅でできる骨盤セルフケアと、
下半身のむくみをとるマッサージをお伝えし
ます。
３、体力・気力はメンテナンスができる
キーワード▶有酸素運動･ATP･ミトコンドリア･
活性酸素

