尾張旭ロータリークラブ
・会長 桜井 雅博・幹事 菊田 利昭・公共イメージ向上委員長 谷口 亜弥
・例会日 毎週金曜日 12：30
・例会場 〒488‐0801 尾張旭市東大道町原田 2570‐3 尾張旭市商工会館内
・事務局 尾張旭市商工会館 TEL 0561‐54‐1263 FAX 0561‐54‐8945
・E‐mail：jimu@owariasahi-rc.org
URL：http://www.owariasahi-rc.org

2021-22 年度地区方針
「チェンジロータリー

本 日

第２４０８回

新時代への成長に！」～コロナゼロ・カーボンゼロ支援～

２０２１年１０月２２日（金）

本日のプログラム Today's Program

卓話担当者：戦略委員会

点

鐘

卓

唱

和

１２：３０

演

前 回

「 四つのテスト 」

第２４０７回

会長あいさつ

桜井

雅博

こんにちは！ 昨日 衆議院
が解散し選挙戦がスタートし
ました。19 日告示 31 日投開
票の日程です。国政を担う代
議員の選挙ですから、必ず投
票に行きましょう。
尾張旭市では、自民党と立憲民主党と共産党と、
及び立候補者個人の選択です。
私は 10 月に入って、自民党総裁選の候補者の政
策談話やテレビニュースや YouTube を観ていて、
昨年のトランプとバイデンとのアメリカ大統領選
の YouTube と比較すると、中国共産党の見えない

１０月２９日（金）
会
予
定

休会
定款による休会

話

者：箕輪 良孝戦略委員長
題： 「会員増強と今後の尾張旭RC
の在り方について」

２０２１年１０月１５日（金）

「ロータリーの目的」
〇唱和：
〇来訪者：RI 第 2760 地区米山記念奨学委員会
副委員長 神谷 恵理さん
（愛知長久手ＲＣ）
〇出席者：会員 23 名中 15 名出席 出席率 65.21％

例

No.２２８９

１１月５日（金）

記

録

侵略やデｨープステイトの影響は少なく、日本の間
接選挙制度は熱狂こそは無いが、候補者人物をじっ
くり観察でき、さらに政党の方向性も確認すること
が出来て、安全で安心な制度かと思いました。ただ
今後は、政権党の透明性と公正性を如何に担保して
いくかが、重要かと思います。
密室取引政治は絶対に許してはならないと思い
ますので、健全で賢明な野党の存在を期待したいで
す。しかし今の立憲民主党と日本共産党は、いっそ
合併した方が分かり易いと思います。そして二階さ
んが排除された今、小沢さんも排除される時期が来
たのではと思います。
私としては、河野太郎・石破茂・小泉進次郞トリ
オの本性が国民に見破られた民意の高さを誇りに
思います。また今後、高市政調会長が取り纏められ
た政権公約が正当に受入れられる事を期待してお
ります。
本日 お手元に配布した資料は、櫻井よしこ氏の
「日本ルネッサンス 第 969 回『狡猾で論外、中国

１１月１２日（金）

卓話担当者：ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 卓話担当者：熊澤 功君
卓話者：地区資金管理
卓話者：
〃
委員会 副委員長
演題：「 雑話 」
安田 新平君
演題：「ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに
ついて」

１１月１９日（金）
休会
定款による休会

のＴＰＰ加盟申請』
」です。米英豪 3 か国が、安全
保障の枠組み「ＡＵＫＵＳ」の創設と、それに対す
るインドの複雑な反応と、中国と台湾のＴＰＰへの
加盟 申請について言及されており、是非一読して
ください。

幹事報告

【 事業のはじまり 】
1946 年 米山梅吉氏逝去
1949 年 日本のＲＣが国際ＲＣへ復帰
1952 年 東京ＲＣが事業構想“平和日本”を世界へ
(日本の友人を増やし平和を実践する人材
を育てる)
1957 年 日本全国の組織へ
1967 年 財団法人設立

・10/8(金) クラブ公共イメージ向上委員長会議
於名鉄グランドホテル 谷口 亜弥公共
イメージ向上委員長 出席
【 国際ロータリーと米山 】
・10/9(土)パスト会長会議 於浜木綿 守山大森店
2002 年 ロータリー研究会のプログラムに
桜井会長 他パスト会長 9 名 出席
2004 年 RI 理事会で米山記念奨学事業が称賛され
次回の会合：第 2 回ＯＦＤＹ委員会は中止致します。
る
ニコボックス
2007 年 ロータリーの多地区合同活動としての手
続きを完了
〇本日、卓話をさせていただきます。宜しくお願い
2014 年 国際ロータリーが学友の定義拡大、米山
します。
RID2760 地区米山記念奨学委員会
学友も「ロータリーの学友」に
〇本日、卓話講師に地区米山記念奨学副委員長神谷
2016 年 ソウル国際大会で初の分科会開催
恵理さんをお迎えしました。宜しくお願い致しま
す。
桜井 雅博君、菊田 利昭君、 飯田 幸雄君
加藤 清久君、谷口 亜弥さん、舟橋 龍秀君
森井 晴生君、山田 直樹君
〇野間の自宅が完成しました。折々お出かけ下さい
ませ。
加藤 清久君
〇早退致します。
菊田 利昭君

健康トレーニング
講師をお迎えして、5 分間の
健康トレーニングを行いま
した。

卓話

【 地区の米山奨学生 】
2021 学年度 54 人 2022 学年度

【 米山奨学事業の概要 】
・日本のロータリー独自の事業（日本全国 34 地区
の合同活動）
・日本で学ぶ外国人留学生の支援（公益財団法人を
設立し運営）
・世話クラブ・カウンセラー制度で交流を重視

予定

【 知っておいていただきたい事 】
「再会 in 関東」
2 年に 1 度開催される米山学友の世界大会。2021 年
6 月 12 日の
「出会い in 台湾」はコロナのため中止。
次は 2023 年 8 月「再会 in 関東」
（会場:茨城県つく
ば市）是非、ご参加下さい。
【

「ロータリー米山記念
奨
学事業について」
RI 第 2760 地区米山記
念奨学委員会
副委員長 神谷 恵理

51 人～

奨学生に関わる危機管理

】

