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（第1326回例会）

8月7日
（火）
卓話
社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所
田中 雅子氏（アサーティブジャパン認定講師）
テーマ「アサーティブを活用しよう！
！」
※理事会開催
次回のプログラム
8月14日
（火）
第2回休例会
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バリー・ラシン ／ BE THE INSPIRATION

2018年7月24日 ［火］ 第1325回例会
会長挨拶

天候：
山﨑

俊昌会長

先週お話しした日本国内の最高記録が昨日7月23日に
5年ぶりに更新されました。今まで第2位であった埼玉県熊
谷市が第1位の高知県四万十川を抜き、41.1度を記録しま
した。
メディアなどでは連日、
「熱中症」の話が出ていますが、
意外に熱中症患者が出やすいのが「プール」。水温は32度
ほどなのでプールサイ
ドよりは当然低い温度になっています
ので、
水に浸かっている部位は同然涼しい状態です。
が、
水面
より上の部分について、特に顔や頭については、水面の
日光のはねかえりや直射日光を防ぐもの
（帽子など）
を着用
することが難しいので、頭部の温度は50度以上になることも
あるそうです。
また水に浸かって遊んでいると、ついつい水分
を摂取した気持ちになってしまい、
いつのまにか水分が汗と
して放出され、脱水状態になってしまうことがあるそうです。
プールにいても通常対応と同様に30分に一度は給水と休憩
をとるのが必要になります。
7月20日付けで第2620地区星野ガバナーより、
「 平成30
年7月西日本豪雨災害義援金」の通知がきました。第2710
地区、2690地区、2670地区の3つの地区が大きく被害が
出ています。つきましては本日、募金箱をまわしますので何卒
募金のほど宜しくお願いします。
結びですが第4回目はスポーツ選手のコーチの言葉になり
ます。先週お話ししたカリーム・アブドゥル・ジャバーを始めと
する多くの選手を育て上げた、
ジョン・ウッデンコーチです。
彼（John Robert Wooden/1910年10月14日-2010年6月
4日/男性）
は、
アメリカの大学バスケット界の名コーチとして
知られるバスケットボールコーチ。大学時代には選手として
過ごし、卒業後に高校のコーチや第二次世界大戦への従
軍を経て、1948年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校
（UCLA）
のコーチに就任。60年代から70年代にかけて同校
を10回にわたり全米チャンピオンに導いた。彼の高潔な人格
もあり、
アメリカで広く尊敬を集め、彼の言葉はスポーツだけで
なく人生全般に役立つ名言として引用されることも多く、
いく
つかある言葉のひとつです。
「他人よりうまくなろうとしてはいけない。常に最高の自分に
なるための努力をしなさい」
以上です。

戸﨑

幹事報告

博隆幹事

• 8月7日例会終了後、理事会を開催致します。
• 西日本豪雨災害義援金のお願い。
•インフォームド・グループミーティングを開催してくだ
さい。
おめでとう

戸﨑

博隆幹事

誕生日／7月31日

北上

紘生会員

スマイル

北上

紘生会員

■山﨑 俊昌会長
赤石光裕様の入会を大歓迎します。
同世代、同業種ということで、他人の気がしません。
が、私の前半のようなロータリアンにはならないことを
お勧めします。宜しくお願いします。
■石垣 徳夫会員 ■津田
薫会員
■内田 英男会員 ■青木 丈洋会員
■中田 喜雅会員 ■望月由紀江会員
■吐前 敏孝会員
赤石光裕さんの入会を大歓迎致します。
ロータリーライフを大いに楽しみましょう。
■大橋 利昭会員
• 新会員 赤石さんの入会を歓迎致します。
ロータリーを楽しんで下さい。
• 本日、会員増強・維持フォーラムを開催します。
会員増強のご協力を宜しくお願いします。
■北上 紘生会員
7月31日に誕生日となりますので、
スマイルします。
今後もよろしくお願いします。
■赤石 光裕会員
本日、入会させて頂きました赤石と申します。
これから、宜しくお願い致します。
静岡北RACスマイル
■津田
薫会員
ローターアクトの年間スケジュールができたようです。
皆様、例会に積極的に参加し、
ローターアクトクラブを
支えましょう
！
クラブフォーラム

会員増強・
拡大月間に因んで

北クラブでは毎年バスケットボール大会をポリオ撲滅キャン
ペーンの冠大会にしてポリオ撲滅啓蒙活動として実施して
います。
ポリオ撲滅まであと少しです。
発展途上国において蔓延しているポリオ常在国（野生型ポ
リオ発生が続いている国）は、
アフガニスタンとパキスタンを
残すのみになりアフリカ本土のポリオ撲滅の実現に限りなく
近づきました。
津田年度のＲＩ会長ラビンドランは次のように述べています。
「子供たちが一人残らずポリオの予防接種を受けられるよう
大きな努力を払ってくださったボランティア、保険従事者、
保護者の皆さんに対し、
ロータリーが主要パートナーとなって
いる世界ポリオ撲滅推進活動を代表して、深く感謝いたし
ます。
これからも手を緩めることなく、パキスタンとアフガニス
タンでもポリオをなくすことに力を注いでまいりましょう」
と述べ
ています。
又、
ロータリーのインターナショナル・ポリオプラス委員長、
マイ
ケル・マクガバンさんは「十分な資金と撲滅を実現する決意
があれば、パキスタンとアフガニスタンでもポリオウイルスの
感染を阻止し、
2019年に世界からポリオをなくすことが出来る
はずです。
ロータリー会員をはじめとする皆様の支援によって、
遠からずポリオの無い世界が実現すると信じています。」
と
述べています。
又、
ロータリーでは発展途上国においては健康の増進や、
飢餓や極度の貧困からの脱出する機会を提供するための
支援を重点的に展開しています。
ロータリーの理念、
ポリオ撲滅を理解していただいて、会員増
強に繋げる努力を一緒に頑張りましょう。
先日、富士吉田で開催された、会員増強・維持セミナーで、
各グループのガバナー補佐、
並びに各クラブ会長・増強委員
長のアドバイスを頂いたので一部ご紹介いたします。
• 会長・幹事・増強委員長で継続して増強に努める。
• 御殿場ＲＣは、100%出席を継続している。
• 青年会議所を活用する。
• 女性が活躍しているところから推薦する。
• 例会に招待する。
（夜間例会を積極的に活用）
• 入会者を厳選している。
• 欠席した会員に声掛けをする。
• 退会者に再度入会の声掛けをする。
• 職業分類を整備する。
•ゲスト卓話者を推薦する。
• 新会員候補者を熱心に勧誘する。
• 医者・教育者を勧誘する。
• 新会員を集めてノミニケーションをしっかりやる。
以上がセミナーの分科会での一部の意見です。

会員増強・維持委員会
大橋 利昭委員長
ロータリークラブ、何ですか? 何をやっているのですか?
とよく聞かれると思います。
ロータリーは、
ポリオ撲滅推進活動をロータリー財団とビル・
ゲイツ財団等と支援しています。

会員増強はロータリーの使命です。
ロータリーを、多くの人に
知ってもらい、2年後の創立30周年の森崎年度までに何と
か40名にしてクラブの活性化、
クラブの更なる発展に繋がり
ますよう皆さんのご協力を宜しくお願い致します。
閉会点鐘

山﨑

俊昌会長

［担当：大橋（利）］
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