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２月のお祝い事
◎会員誕生日おめでとう
岩田真周君（１日）
松本正暢君（６日）
加藤辰己君（２０日） 西岡則男君（２７日）
◎会員夫人夫君誕生日おめでとう
鹿島和子様（４日） 永田規子様（１６日）
野田浩子様（２３日）
◎結婚記念日おめでとう
岩田真周夫妻（２日） 今井多美子夫妻（１１日）

会長挨拶
柴田裕市
２月は世界理解月間です。広
く世界に向かって眼を向けよ
う！世界平和に不可欠な理解
と親善を求めましょう！我がク
ラブも昨年１１月にカンボジア奉
仕活動をしましたが、これも世
界を知る一つだと思います。
さて、上半期8/２１に会長挨拶の中で、変わった損害保険
として、双子の保険、娘の純潔保険、ご成婚保険、セックス
保険、妊娠保険、離婚保険等もありますよ。機会があれば、
いずれお話しましょうと申し上げました。その中で今日は
二つ、まず、娘の純潔保険。
いまどき「純潔」なる言葉は流行らないご時世だが、自
分の娘が年頃ともなると、やはり父親にとっては、娘の純
潔は心配の種の一つであろう。自分の娘の純潔にまで保
険をつけようというセンセーショナルな話題は、１９６６年５
月の外電が伝えてきました。
娘の純潔に保険、イタリアはシチリアのある男。このほど
ロンドンのロイズに「娘の純潔に保険をつけたい」と申し出
た。その理由を聞いてみると、娘が西独でお手伝いさんの
就職先が決まった。ところが、娘の身を案ずるのは父親の
情、そこでオーストリアの保険会社に「もし、娘が帰国した
時、元のからだでなくなったら、７００ポンド（当時約７０万円）
を支払ってくれ」と頼んだ。ところが、この会社も「そんな
話ははじめて」とびっくり。そこで、世界的な保険の老舗ロ
イズに任せようということになったのだという。
さて娘の運命や如何に！！セックス保険もお話しようと
思いましたが、紙面が無くなりましたので又、次の機会にし
ましょう！
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新会員研修セミナー報告
今井多美子君
１月25日（土）名鉄グランドホテルで
開催されました新会員研修セミナー
に出席して来ました。今回の講演者
は、RI2590地区パストガバナーで横
浜西RCの金杉誠氏でした。
100％例会出席の為には、まず予定
を各自の手帳に事前に書き込み出席
するうちに、出席する事をくせにす
る。また、「４つのテスト」は「し・み・こ・
み」と覚えるのがいいと言われました。ロータリーの目
的では、日本語の「奉仕」と英語の「Service」の違いを
説明され、本当の「奉仕」とは、人に言われて行動する
のではなく、自発的に、世の為人の為につくす活動で
あるなど基本的な事をわかりやすくお話されました。
次に「ロータリーと私」という演題で、御白身の公私
にわたる不幸な出来事の中、「４つのテスト」の心構え
が、その時の事態を良い方向に導く事が出来た話など
興味深く聴くことが出来ました。
そして最後に、「それぞれ皆さんの仕事を一生懸命
にし、短い時間に集中して、真面目にロータリーの活動
をしましょう」と締めくくられました。
その後ＲＬＩ形式によるグループごとのセミナーがあ
りました。前回の新会員研修セミナーの時よりも、ロー
タリーのことが少し理解でき、身近になった気がして、
セミナーに参加して良かったと思いました。
２月は世界理解月間です

クラブフォーラム
西尾張分区

ガバナー補佐
小島三男君

IM打合せ

ＩＭ実行委員長
加藤辰己君

ガバナー補佐はじめ、ＩＭ実行委員会のメンバー
より概要の説明がありました。
・実行副委員長
西岡則男君
（総務委員会副委員長）
・登録委員会委員長
松岡正浩君
・会場委員会委員長
長橋國和君
・来客接待委員会委員長 白木公明君
・記録委員会委員長
山中建策君
・式典司会
石原稔久君
・懇親会司会
猪子裕史君
＊他クラブの例会変更＊
尾西RC
2/10（月）
名古屋空港RC 2/10（月）
小牧RC
2/12(水）
江南RC
2/13(木）
岩倉RC
2/18（火）
犬山RC
2/18(火）
名古屋城北RC 2/18（火）
江南RC
2/20(木）
名古屋丸の内RC 2/20(木）
一宮RC
2/20(木）
一宮北RC
2/21(金）
津島RC
2/21(金）
尾西RC
2/24(月）
名古屋東RC
2/24（月）
あまRC
2/24（月）
名古屋城北RC 2/25(火）
名古屋清須RC 2/25(火）
稲沢RC
2/26(水）
名古屋守山RC 2/26（水）
名古屋北RC
2/28（金）

受付時間 11：30～12：30
尾西信用金庫本店１F
キャッスルプラザ
名鉄小牧ホテル３F
江南商工会館
岩倉市生涯学習センター２F
名鉄犬山ホテル
名古屋栄東急イン１F
江南商工会館
名古屋クレストンホテル
一宮商工会議所１F
一宮商工会議所１F
ツシマウール会館
尾西信用金庫本店１F
ウェスティンナゴヤキャッスル
名鉄グランドホテル１１F
名古屋栄東急イン１F
名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ２F車寄せ
林商事ビル１F
名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ２F車寄せ
名古屋東急ホテル

ニコボックス（ＡＢＣ順）
☆野村一磨様（一宮青年会議所）
とうかい号PRさせて頂きありがとうございました。よ
ろしくお願いします。
☆今井多美子君
例会に出席できたので。
☆猪子裕史君
小島さん、加藤さん、先日は有難うございました。
☆石原稔久君
松岡丸、いよいよ出航しましたね。順風満帆な航海を
心よりお祈り申し上げます。
☆梶原誠二君
例会に出席できたので。
☆加藤恭章君
例会に出席できたので。
☆松前和子君
例会に出席できたので。
☆松前憲典君
松前歯科の旧職員と松本城へ行ってきました。
☆松本正暢君
例会に出席できて、喜んでいます。
☆松岡正浩君
本日、第１回予定者会議、無事終わりました。お疲れさ
までした。
☆森 明美君
良いことがあったので。例会に出席できたので。
☆大塚省治君
第１回予定者会議、無事に終えることができました。
理事役員委員長の皆様ありがとうございました。
☆尾関一之君
健康であることに。
☆佐藤祐造君
例会に出席できたので。
☆柴田裕市君
IMに会員皆様のご協力と会員増強にも宜しくお願い
します。
第1094回（当年度２７回）の記録
□平成26年1月２9日（水）18：00～
□会場 一宮商工会議所３Fホール
□開会の点鐘 柴田会長
□JC青年の船PR（一宮青年会議所）
□出席・ニコボックス報告 野田副委員長
□新会員研修セミナー報告 今井多美子君
会 員 総 数
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次回２月１２日（水）の予定
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