
2008年11月13日（木）  晴　第18回

第1388回例会

　ようこそ私共の例会にご出席を頂き
ましてありがとうございます。全会員を
代表しまして歓迎のご挨拶をさせて頂
きます。GSEの交換プログラムにより本
日と明日の2日間を当瑞穂RCにてお世
話させて頂きます。
　皆様のご希望に沿うように致したい
と思います。そしてこの2日間を有意義
に過ごして頂きたいと切望しております。11月も中旬となり、
皆様の研修も中間地点であります。どうぞリラックスして楽し
く全行程を終了される事を望んでいます。

Welcome! Thank you for attending our weekly  
Rotary club meeting. On behalf of all members at 
Mizuho Rotary club it is our honor to present you 
with a warm welcome. Because of the G.S.E program 
our club will be in charge of taking care of your 
needs.
We would like to make your dreams real and we 
hope the best for you during two days stay with us.
It is now mid November and you are already half way 
through your program, so please relax and enjoy 
your stay.
We wish you much success in completing the entire 
G.S.E program. Thank you again and Welcome.

出席報告
会員73名　出席53名  （出席計算人数54名）

出席率81.5％ 11月 6日は補填により 93.3％

岩田修司出席委員長

会長挨拶 松井善則会長

米山奨学生 陶静さんの出産祝1万円をニコボックスより拠出
しました。
本年度ローターアクト補助金￥641,227を名古屋熱田ロー
ターアクトクラブへ納入しました。
本日13時35分より9階「ことぶきの間」において推薦委員会
を開催致します。
本日15時より9階「ことぶきの間」において4RC合同例会打
合せを開催致します。
11月15日（土）16日（日）にウェスティンナゴヤキャッスルに
おいて本年度地区大会が開催されます。　
　11月15日（土）は13時30分より（受付開始13時）
　11月16日（日）は9時30分より（受付開始9時）

・

・

・

・

・

幹事報告 田口　豊幹事

臨時例会変更のお知らせ

※は休会・その他理由につきビジター受付はありません。（注）

名古屋栄 11/24（月）※

あま 11/24(月）※

名古屋東南 11/19(水） 11/26(水）

名古屋名東 11/18(火） 11/25(火）

名古屋大須 11/27（木）※

名古屋城北 11/18（火）11/25（火）

名古屋東 12/8（火）

名古屋中 12/8（火）

名古屋空港 11/24(月）※ 12/8（月）

名古屋東山 11/20（木） 12/11（木）

名古屋北 11/21（金）
名古屋南 11/26（水）※ 12/10（水）
名古屋 12/9(火)

名古屋守山 11/19（水）

名古屋千種 11/18（火）※

名古屋昭和 11/24(月）※

名古屋和合 11/19(水） 12/10（水）
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：
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：

：

司 会
斉 唱
ゲストスピーカー

ゲ ス ト

堀　慎治会場副委員長
「我等の生業」
第6600地区GSEチーム　GSEメンバー
ロン・ストナーさん
ステファニー・マクガイア・ワイズさん
ケヴィン・A・ランタネンさん
クリストファー・フレイさん
サマー・リン・バーテルさん
RI第2760地区研究グループ交換委員長
矢形修己さん
宮﨑信次さんのゲスト　田中光子さん

２００９年２月１９日（木）/ヒルトン名古屋
０８～０９年度 WEST NAGOYA ROTARY CLUB R.I.2760

名古屋葵 12/11（木）※

尾張中央 12/10（水）
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　本日メールボックスに、「インフルエンザ脳症と今後につい
て」というパンフレットを入れておきました。これは、小さなお子
様やお孫さんがかかると大変な病気です。公開講座に是非参
加してください。

社会奉仕委員会：伊藤　豪委員長

　本日メールボックスに、12月11日のクリスマス家族会のご案
内を入れてありますが一部訂正があります。切り取り線の下側
の日付が12月10日となっていますが正しくは12月11日ですの
でご注意下さい。是非、ご夫人やお子様などお誘い合わせのう
えご参加ください。

親睦活動委員会：加納　裕委員長

委員会報告

　本日のビジター、第6600地区GSEチームのロン・ストナーさ
ん、ステファニー・マクガイア・ワイズさん、ケヴィン・A・ランタネ
ンさん、クリストファー・フレイさん、サマー・リン・バーテルさん
とバナーの交換が行われました。

バナー交換

GSEの皆さんをお迎えして
GSEのメンバーの方ようこそ
GSEチーム5人を歓迎して。小串さんには朝から大変お世話
をかけ、ありがとうございました。
GSEの皆様、ようこそ我々のクラブへ
この度はからずも叙勲の栄に浴し身に余る光栄に存じます。
これもひとえに皆様の御支援の賜り物と感謝申し上げます。
11月7日皇居に参内し拝謁の栄を賜り感動の極でした。これ
を機に瑞穂RCの一員として真摯に取組んでまいります。髙村
さん、内田さん早々のご祝儀有難うございました。

入院中には多額のお見舞い金を頂きありがとう御座居まし
た。
長男の挙式を無事終えました。これで子供5人完売です。ロー
タリーの先輩には大阪までおいで頂き祝宴を盛り上げて頂
きました。もつべきは「ロータリーの友」ですネ！

11/8（土）11/9（日）とRYLAセミナーが行われ、当クラブよ
り阿部さん（女性）、吉田さん（男性）の2名が参加され、無事
修了証をもらうことができました。近藤ガバナー補佐、遠山地
区新世代委員長、髙須さん、松井会長ご苦労様でした。

例会欠席が続きました。
11月でゴルフシーズンが終了しました。これからは忘年会・慰
労会のシーズンです。みなさん体調には気をつけましょう。

世の中が暗くなりました。
11月1日は結婚記念日でした。
11月22日は私の誕生日です。
明日田口幹事の通訳をする田中光子さんを連れてきました。
彼女はオハイオ州からの帰国子女で、名古屋大学法学部卒
でTOEIC915点のソフトウェア技術者の才媛です。又、昨日
は私の誕生日でお花を有難うございました。

遅ればせながら妻のバースデーにお花をありがとうございま
した。例会欠席が続きました。
妻のバースデーには素敵なお花をありがとうございました。

・
・
・

・

・

・

・

・
・

・
・
・
・

・

・

ニコボックス 岩田修司ニコボックス委員長

松井　善則さん
近藤　雄亮さん

田口　　豊さん
髙須　洋志さん

岩本　成郎さん

布目　　徳さん

岡村　達人さん

稲葉　　徹さん
野崎　洋二さん

泉　　憲一さん
内田　久利さん
松波　恒彦さん
森　　恒夫さん

宮﨑　信次さん

小串　和夫さん

亀井　直人さん

次週11月20日（木）11時より、6階「けやきの間」において第2
回長期ビジョン委員会開催致します。
次週11月20日（木）18時より「リストランテ・エスト」にて「ボ
ジョレ・ヌーボーを楽しむ会」を開催致します。
昨日11月12日（水）12時～13時30分東急ホテルにて、元会
員でチャーターメンバーの足立謙祐さんのお別れ会が行われ
ました。弟の足立捷佑さんから「クラブの皆さんによろしくお
伝え下さい」との電話をいただきました。

・

・

・

▼ロン・ストナーさん

▲ステファニーさん

クリストファーさん

ケヴィンさん

サマーさん



【スライド1】
ロータリー6600地区はオハイオ州北西
に位置しています。州内の5地区の1つで
す。私達はデトロイト南部からわずか
70km、そしてクリーブランド西部までは
ほんの近くです。
【スライド2】

最近の私達の地区には67ロータリーがあり、ロータリアンの
人数は約4,100名です。
最大の都市はトレド。約150万の人口です。
【スライド3】
私の名前はロン・ストナー、GSEのチームリーダーです。ボー
リンググリーン州立大学の物理学教授を9年前に退職しまし
た。妻ジェニーと2人の成人した娘がいます。考えてみると5人
の孫達は平均を上回っているようです。確実に云えることは我
が家の75kgのベルネーズ・マウンテン・ドッグが平均をはる
かに超えていることです。
【スライド4】
私達の才能あふれるGSEチームメンバーです。
サマー・リン・バーテルはオハイオ州バーミリオンの公立学校
の教師です。
クリストファー・フレイは彼自身が住んでいるボーリンググリー
ン州立大学の教育学の准教授です。
ステファニー・マクガイア・ワイズは公立精神介護機関の行政
官です。
ケヴィン・A・ランタネンはオハイオ州ペリスバーグでちょっと
した企業のオーナーです。

ロン・ストナーさん
GSEプレゼンテーション

矢形修己地区研究グループ交換委員長
地区研究グループ交換委員長あいさつ

　ロータリー財団のGSEを担当しており
ます矢形です。本日は大変お世話になり
ましてありがとうございます。特に、ガバ
ナー補佐、補佐幹事、会長、幹事の皆様
方につきましては1週間の素晴らしいプ
ログラムを組んでいただきました。本人達
も大変喜んでおります。

　また、先週はロータリー財団の吉川委員長が挨拶させて頂
きましたが、1人100ドルの方もよろしくお願いいたします。
　それではプレゼンテーションを始めさせていただきます。よ
ろしくお願いいたします。

こんにちは。私の名前はステファニー・マ
クガイア・ワイズです。私は行動健康局に
属するドクターです。
私はカウンセリングのマスター学位を持
っています。そして私はプロフェッショナ
ルのクリニカル・カウンセラーです。
日本への遊行はこれが初めてです。実を

言いますと、北米から外へ出るのが初めてです。
私は結婚して6年で、私の日本滞在中に5才の誕生日を迎える
娘がいます。
私はオハイオ州ペリスバーグ在住、そしてボーリング大学で
働いています。
これが夫パトリックと娘のアリリンの写真です。
【スライド13】
あなた方がオハイオ北西部を訪問される前に申し上げたいこ
とがあります。
たとえば、100年の歴史のあるトレド動物園は動物保護のリ
ーダーであります。そして毎年100万人以上の見学者が訪れ
ます。
最近の動物園のバースマットは北極熊、虎、象の赤ちゃんを含
んでいます。
オハイオ北西部では野球が好まれます。
ザ・トレド・ムーデンズはメジャーリーグのデトロイト・タイガ
ーズに属する3Ａチームです。

ステファニー・マクガイア・ワイズさん

【スライド5】
こんにちは、私の名前はケヴィン・ランタ
ネンです。私はオハイオ州ペリスバーグ市
庁舎選抜メンバーとして4年間奉仕活動
に従事しました。これが私とペリスバーグ
市長との写真です。
私はトレド地区公共輸送機関（TARTA）

の管理部門のメンバーです。
そして日本の公共交通機関を学ぶことに興味があります。
過去4年間、私はオハイオ州ペリスバーグにローン・ケア（芝
生の栽培と販売）の会社を所有しており、従業員は3人です。
【スライド6】
ここに父、母、兄弟達の数枚の写真があります。私には3人の
甥、1人のいとこがいます。私のホームタウン、ペリスバーグは、
より大きなトレド市とはマウミー川によって隔てられています。
トレドは（川の）河口部分に位置し、そこはエリー湖へと奔流
の流れ込むところです。
皆さん、この写真で右手下方にエリー湖をはるかに切り通し
てトレドの地平線が見えますでしょう。
【スライド8】
この地区では農業が最大の産業です。
トレドはまた、ジープ自動車の故郷でもあり、ガラス生産でも
知られています。
【スライド9】
最新の数年間、オハイオの私達の地域ではソーラーシステム
のパネル生産で知られる様になりました。
フレキシブル・ソーラーパネルはトレド大学で考案され、サン
ライト社で生産されることになるでしょう。
【スライド10】
私達の地区には2つの大きな公立大学があります。共に約
20,000人の学生数を登録しています。
トレド大学は薬学、工学、法学を専門としています。
ボーリンググリーン州立大学（BGSU）は教育学とビジネス学
の大きな単科大学を持っています。

ケヴィン・A・ランタネンさん

▼会場メインテーブル



次々週卓話 12月4日（木）

11月20日（木）今週卓話

11月27日（木）次週卓話

卓話講師

テ ー マ

2008～2009年度地区社会奉仕委員長
西脇良一さん
社会奉仕の意義と役割

：

：

卓話講師

テ ー マ

日本料理加瀬 主人
加瀬英比古さん
修業時代に学ぶ

：

：

会員卓話
テ ー マ

近藤雄亮さん
ロータリーに想うこと
：
：

こんにちは。私の名前はクリストファー・フ
レイです。
私は「ハヤブサの館」として知られるボー
リンググリーン大学の教育学の准教授で
す。
アメフトはアメリカでは観戦スポーツとし
て非常に人気があります。

ここに我らフットボール・フィールドであるドイト・ペリー・スタ
ジアムの写真があります。
私達は日本研修の大きなプログラムを持っています。また日
本美術に関するギャラリーも。私は国際教育学を専門として
います。
それは世界中の異文化を有する学校について学ぶことです。
私はアメリカ南西部のナバホ・インディアン特別保護区や日
本でも3年教えたことがあります。
私は名古屋に1年間住んで、その間、博士号取得のためのリサ
ーチを行いました。
私はこの旅行に先立って、私の大学で学ぶ日本人学生にイン
タビューし、名古屋で学ぶアメリカ人学生にもインタビューし
ました。ここに日本人学生がオハイオ州ボーリンググリーンに
ついて語ったことがあります。
【スライド23】
これはアメリカの学生達が愛知について語ったことです。
「人々は私に日本語を教えるのに大変協力的でした。」
「私達が学んだのは食べながら歩いてはいけないことだ。」
「彼等は時々私を見つめる…それは私がかつて経験したこと
のない何かだった。」
「日本人は目的を持って生きている様だ。彼等は非常に勤勉
に働く。」

クリストファー・フレイさん

エド・フタ（布田）

【スライド15】
ハロー、私の名前はサマー・リン・バーテ
ルです。私は公立学校の教師、そして狩猟
と釣りが趣味です。ここに私の狩猟と釣り
の成果を表すトロフィーがあります。
【スライド16】
これは家族の写真です。…父、母、祖母、

姉、そして義理の兄です。
私的には家族の中心的存在は私の子犬だと考えています。
【スライド17】
3年間、私はノースカロライナ州カナポリスのA.L.ブラウン高
校の教師でした。
そこのアメフトのチームは「A.L.ワンダーズ」としてその名を知
られています。
【スライド18】
私はA.L.ブラウン高校において、情報交換クラブの顧問をし
ていました。ここで私達はあることでクラブの予算の引き上げ
に成功しました。

サマー・リン・バーテルさん

事務総長の覚書

▲例会後

テクノロジーを駆使し効率を上げる

ロータリーワールド

　テクノロジーのおかげで、事務局のコミュ
ニケーション能力が増大し、その結果、世界
中のクラブ会員に対するサービスも大幅に
向上しました。ロータリーは会費に支えられ
ている組織ですから、私たちはテクノロジー
を利用して効果的かつ低コストで支援を提
供することを目指しています。これを達成す

るため、これまでのカスタムメイドのアプリケーションと異種
システムから共通のプラットフォームからなる標準的なモデル
へと移行することになりました。
　例えば、私たちの優先事項のトップには、会員データの統
合を図る成員管理プロジェクトがあります。現在のところ、デ
ータベースは、学友、寄付者、大会参加者というように別々に
なっています。それを、このプロジェクトではまず、総合的な視
野に立ってクラブ会員を見つめることができるよう、個々のデ
ータベースを統合します。次に、会員自身が個人情報を閲覧・
更新できるいわばセルフサービスの機能の開発を進めます。
そしてゆくゆくは、クラブ会長がオンラインでクラブのデータ
を自由に駆使できるようにするのが目的です。
　このプロジェクトからどのような恩恵が得られるのかとお
考えの向きもあることでしょう。その答えは、低コストとサービ
スの充実です。技術的なプラットフォームの数を減らすことに
よって、能率が上がる代わりにコストが下がり、さらにはクラ
ブ会員についての知識が増えれば、事務局はクラブのニーズ
に合わせてサービスを提供できるようにもなります。
　テクノロジーは、ロータリーの将来にとって重要な役割を
担っています。このことを踏まえ、私たちは会員に最高の支援
を提供するため、常に適切な技術を備えておこうと努めていま
す。
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