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●ＮＯ．506 2011/7 第 2 例会●
 

テ－マ  『 Let’s Enjoy Ｒotary 』 
 

●創立日：Ｓ33 年 1 月 10 日  ●ＲＩ加盟認証日：Ｓ33 年 2 月 6日          
●会 長：沓名俊裕 ●会長エレクト：大見 宏 ●副会長：石川 博 ●幹 事：永谷文人 
●クラブ会報：神谷 研  寺田孝司  恒川憲一 
●例会日：毎週金曜日 12：30〜13：30 ●例会場：碧海信用金庫本店３Ｆ／安城市御幸本町 15-1 
●TEL：0566 - 75 – 8866 ●FAX：0566 -74- 5678  
●Email：anjo-rc19580206@katch.ne.jp ●HP：http://www.anjo-rc.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2647 回例会 
2011 年 7 月 8 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：成田孝則 
ソング：「手に手つないで」 
唱 和：四つのテスト 
卓上花：ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾘﾘ-ｾﾛ-ﾑ 
ゲスト：なし 
ﾋﾞｼﾞﾀ-：平松稔孝君（見学） 
 

出席報告 
会員 56 名 出席義務者 43 名 出席 36 名 欠席 7名 
出席率 86.53％ 修正出席率 6 月 24 日(2645 回) 92.85％ 
 

会長挨拶 
【報告事項】 
①７月１８日はｲﾝﾀ-ｱｸﾄ年次大会を安城 RC がホストとして開

催します。会員全員参加でご協力願います。 
②副会長石川博君が、東日本大震災の支援を行ってくれていま

す。その一環として、安城 RC から団扇５００枚を明日（7/9）
安城市役所で石巻地区４地区の RC に対し贈呈します。また、

７月２７日には石巻市災害対策本部へテント２張を贈呈しま

す。 
③週報ができあがりました。安城 RC のホ－ムペ－ジに掲載さ

れていますので、ご覧ください。本日は最初ですので、会員全

員に印刷し配布しましたが、来週からはテーブルに回覧用を設

置します。印刷希望の方は申し出てください。 
【あいさつ】 
「７割の法則」という言葉をご存知ですか？これは、「７割

の成功率が予見できれば事業は遂行すべきだ。５割では低すぎ

る。９割では高すぎる。」ソフトバンクグル－プ創業者の孫正

義氏の経営信念を表わした言葉です。 
ボ－ダフォン買収はこの７割の法則により、２００６年買収

を実施したそうです。買収価額は、１兆７，５００億円です。

 
 
 
 

ニコボックス報告   詳細はホ－ムペ－ジ内の「会員専用サイト」をご覧ください。 
・前回（2646 回）のニコボックスメッセ－ジの紹介。 
・本日（2647 回）のニコボックスメッセ－ジの紹介。 
 

 

その後通信事業が基幹事業に急成長し、２０１１年３月期決

算では、グル－プ全体の売上高３兆円、経常利益５，２００

億円を計上しています。（ちなみに２００４年にはグル－プ

全体で赤字でした。） 
孫氏の長期的なビジョンは、「損（孫）しても「正義」！」

だそうです。 
これをロ－タリ－クラブに当てはめたら、「ロ－タリ－ク

ラブは正義！」となります。 
 

幹事報告 
＊本日例会終了後 IM 総務部会を行います。 

＊上半期会費・ゴルフ部会会費の納入をお願いします。 

＊7/15(金) ・IM 実行委員会（11：30～） 

・ｲﾝﾀ-ｱｸﾄ年次大会の打合（13:30～） 

＊7/22(金)・七夕例会  

・歴代会長会議（13:30～）懇親会(川本）(18:00～)

＊7/29(金)・定款により休会 

＊8/5(金)→8/4(木)  ガバナー補佐訪問 

★安城七夕まつりにより例会日変更。要注意!! 

＊8/19(金)・ガバナー公式訪問 

 
委員会報告 

ニコボックス委員会 戸谷央君 

・前回（2646 回）のニコボックスメッセ－ジの紹介。 

・本日（2647 回）のニコボックスメッセ－ジの紹介。 

・ホ－ムペ－ジ開設に当たり、ニコボックスのメッセ－ジは、

毎回、ホ－ムペ－ジの「会員専用サイト」に全文掲載しま

す。そして、毎例会ごとに各テ－ブルへ前回の例会でいた

だいたメッセ－ジを回覧用に印刷し常設します。希望者へ

は印刷もいたします。 

mailto:anjo-rc19580206@katch.ne.jp
http://www.anjo-rc.org/


 
会場委員会 山口研君 

・来週より会員の出会いの機会を増やすため、くじ引き

による指定席を実施します。 

 

IM 総務部会 小野内宣行君 

・本日例会終了後、第１回部会を開催します。 

 協議テ－マ：部会の役割について 

 

卓 話 
クラブフォ－ラム  ・テ－マ 事業計画発表 

新世代委員会  委員長（理事）神谷明文君 

新世代委員会の活動は、いかに青少年の健全育成を行

うかをプログラムし、且つ実行することにある。 

インターアクトクラブへの支援、ＲＹＬＡ活動への協

力に加え、本年度新たに、児童虐待問題への支援に取組

んで行きたい。 

委員 (副) 山口佳久君 

 

職業奉仕委員会  委員長（理事）小野内宣行君 

職業奉仕とは「一人ひとりが自らの職業倫理や品位を

高め、結果、社会に向け奉仕することが職業奉仕であり、

ロータリーそのものである。ロータリーは、自利と他利

の相矛盾した気持ちを調和せんとする哲学だ」(故・佐

藤千壽)。 

主な事業は、１．健康診断(10 月)２．四つのテスト唱

和 ３.伊勢神宮参拝(1 月)４．学校への職業案内(2 月)

５．職場例会(3 月)６．ガバナー補佐支援、などです。

委員 (副) 冨岡里美君・勝見乙平君・加賀昭成君 

 

社会奉仕委員会  委員長（理事）深津正則君 

当委員会は「奉仕の理想」の理念の下、地域に根ざし

た活動を展開し、広く世間にロータリー活動を PR し認

識していただく重要な役割を担っています。 

主な事業は、①優れたボランティア活動に対する顕彰

と補助、②５３０運動と明祥中学校の油ケ淵清掃活動へ

の協力、③安城少年野球サークルへの協力、④安城市の

緑化活動として植樹祭に参加、です。 

委員 (副) 稲垣淳君・野村聰君・杉本汎平君 

 

国際奉仕委員会  委員長（理事）市川護君 

我々は「世界での活動を知る、世界に思いをはせる」

など関心を持つことが大切で、その手段として「ロータ

リーの友」の横組み、RI や第 2760 地区の HP は、世界で

の活動を理解するのに有用です。 

主な事業は、１.我々の身近で国際的な Service を実

践されている方の卓話を企画します。また、２．世界社

会奉仕（ＷＣS）への協力や、３.他のクラブ例会に積極

的に参加をし（国内外を問わなず）、当クラブをＰＲし、

他のクラブ活動情報を会員の皆さんに報告したいと思

います。 

委員（副）加藤正人君・太田昭夫君・鈴木福美君 

・清水正幸君・寺部曉君  

 

出席委員会  委員長 内藤教恵君 

出席委員会は「すべてのクラブ会員があらゆるロータ

リーの会合に出席することを奨励する方法を考案する

ものとする」ことが任務です。 

当委員会では、例会に出席できない場合 Make up の奨

励策を紹介します。 

委員（副）福田雅美君・兼松信吾君 

 
会場委員会  委員長 山口研君 

「楽しい例会を・・・」をテーマに新たな企画を取り

入れ、質の高い例会を目指ます。楽しみながら、自然に

親睦が深まるように地元の方々の協力を得ながら安城

らしい内容にしていきたいと思います。 

主な事業は、⒈ガバナー補佐の支援 ⒉例会会場の設

営、食事の手配 ⒊例会前の挨拶運動の実施 ⒋例会の

席順の工夫（指定席を増やす） ⒌例会のスムーズな進

行、などです。 

委員 (副) 成田孝則君・杉山淳一君・新田高広君 

 

雑誌委員会  委員長 冨岡里美君 

「ロータリーの友」は海外・国内からさまざまな情報

が掲載されており、ロータリークラブの皆様に有益な記

事も多いと思われます。皆様に紹介したほうがいいと思

われる記事を探して、要領よく簡潔に紹介させていただ

きます。 

委員 (副) 松本隆利君・杉浦實君 

 

ロ－タリ－情報委員会  委員長 加藤弘君 

 本年度より研修委員会を兼務します。 

細則に委員会は会員候補者にロータリークラブ会員

の特典と責務に関する情報を提供するとあります。 

主な事業は、１.ロータリーの本質と基本的な要項を

伝達し、２.入会 3 年未満の会員を対象にファイヤーサ

イドミーティングを開催し、３.｢中核となる価値観｣ロ

ータリーの長期計画について研修し、４.新入会員の方

にイニシェーションスピーチ行っていただく、です。 

委員 (副) 石原昭君･大嶽岩雄君 




