THE ROTARY CLUB OF PORT NAGOYA

Weekly Report

承 認 1966 年 5 月 12 日 例会日 金曜日 12：30
例会場 名古屋マリオットアソシアホテル
事務局 TEL 052-586-2955 FAX 052-586-2956
E-Mail office@portnagoya-rc.com
URL http//www.portnagoya-rc.com

名 古 屋 み な と
2019～2020
９9CONNECTS THE WORLD
ROTARY

ロータリーは世界をつなぐ

第 2560 回例会 №10
2019 年(令和元年)10 月 4 日(金) 晴
「君が代」
「我らの生業」

米山月間
出席報告
会員 69 名中 出席 45 名 出席率 65.21％
〇ゲスト 地区米山記念奨学委員 大橋さなえさん
米山奨学生
冀
媛媛さん
〇スピーカー 元米山奨学生
トラエフ・サイドホン君

会長挨拶
ニコ BOX について
ニコボックスとはニコニコボ
ックスと言い、世界的な慣例で
はなく日本にはありますが世界
中どこにもあるというわけでは
ありません。

日本では 1935 年、昭和 10 年のことです、東京ロー
タリークラブが関東大震災の被災孤児たちを東京ロー
タリーホームという孤児院でお世話をしており、その年
にオープンした多摩川園という遊園地に孤児たちを連
れて行くためのお金をどうしようということになり、当
時東京ロータリークラブの会員で関 幸重という人がボ
ール箱を持って「あなたの誕生日ですよ」とか「子供さ
んがご結婚されたでしょう？」などいろいろなことを面
白く話しながら例会場を回って会員たちも微笑みなが
らお金を出したというのが始まりのようです。
当時大学卒の初任給が 60 円くらいの時代に 600 円の
お金が集まったそうです。
その後もその関さんという人がことあるごとにその
箱をもって回ったのですが、あまり汚い箱では具合が悪
いし会員の皆さんもニコニコしてお金を出してくれる

会 長 芹 澤 謙 一

幹 事 長 瀬 廣 幸

広報･雑誌・会報委員長 加 藤 茂 春

R.I．会長 マーク・ダニエル・マローニー

ので三越に依頼して恵比須顔を彫った箱を誂えた
のがニコボックスの起りとのことです。
これに対して大阪ロータリークラブは昭和 5 年
からということですから東京より早いという説も
あるようです。
ただ、大阪ＲＣの場合は遅刻などの際にＳＡＡが
何某かの金銭を強制的に取り立てる言わば罰金ボ
ックスであり、ニコニコボックスとは趣旨が違い
ました。
ニコボックスとはあくまでも何か喜び事、お祝
い事があったときに会員たちが率先して社会奉仕
のための浄財をクラブに寄託するというものであ
り罰金として徴収するものではありません。
罰金という恨み、辛みの性質のお金を社会奉仕に
使うことは厳密にはロータリーの趣旨には合わな
いということなんです。
今年度、我がみなとクラブでも受付に Excuse
Box を設け、遅刻、早退、バッジ忘れなどいわゆ
るニコニコして出すお金ではなく申し訳ないとい
う性格のお金をこの Excuse Box に入れて頂くこ
ととしました。
もちろん このボックスに入るお金は少ないこと
を願ってます。

奨学金授与・近況報告
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10 月の誕生日祝福
１日才本君夫人、4 日藤掛君、６日鈴木君、
10 日橋本(美)さんご主人、13 日早瀬君夫人、
16 日中村君夫人、17 日杉江君、20 日中井君、
24 日高橋君夫人、29 日山田(章)君夫人

10/12(土) ワールドフード・ふれ愛フェスタ
【10/18 の例会変更】
10/25(金) 【例会変更】Partner's Night
(夜間例会 18：00THE KAWABUN NAGOYA)
皆様のご出席をよろしくお願い申し上げます。

１０月の結婚記念日祝福
7 日遠藤(武)君、14 日芹澤君、15 日岡田君、
16 日加藤(茂)君、17 日栢森君、20 日渡辺君、
26 日田島君

米山月間卓話
ご紹介者
地区米山記念奨学委員

大橋さなえさん

ニコ BOX
(米山委員の大橋でございます。本日サイドホンさん
の卓話よろしくお願いします)
地区米山記念奨学委員 大橋さなえさん
(今日はスピーカーにサイドホン君が来てくれまし
た。卓話をよろしくお願いします。10/25 のパートナ
ーズナイトに奮ってご参加ください）
芹澤会長
(来週から例会変更など続きますので、ご確認をよろ
しくお願いいたします。サイド君今日は卓話をよろし
くお願いします。楽しみにしています)
長瀬幹事
(例会ご無沙汰しました)
福西君
(誕生祝)
早瀬君、才本君、高橋君、橋本(美)さん
(ニコニコ感謝 Day)
猪子君以下 45 名
本日合計
累
計

「未来に向かって」
元米山奨学生

トラエフ・サイドホン君

114,000 円
1,142,100 円

長瀬 廣幸君
1．１０月の RI レートが１ドル１０８円に変更にな
っております。財団寄付等では、日本事務局に着金
した月の RI レートが適用されますので、お振込み
に際しては十分にご留意ください。
2．先般行いました仙台復興支援事業に関しまして、
佐藤塩竃市長様より、寄付の受入についての御礼状
を頂戴いたしましたので、報告いたします。原本は
会場の掲示板に掲示させていただきますので、皆様
お目通しください。
3．未だ気温が高いですがもう１０月になりましたの
で、秋の季節到来です。環境省の指針によりクール
ビズは今月いっぱいで解除、１１月から従前に戻り
ますのでよろしくお願いします。
4．今後の日程について、再度確認させていただきま
す。
10/11(金) ガバナー公式訪問・3 クラブ合同例会
１６階「アゼリア」
16 階

幹事報告
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第４回理事会議事録
と き：10 月 4 日(金) １3：35～14：00
ところ：名古屋マリオットアソシアホテル「楠」
出席者： 芹澤会長以下 8 名
① 審議事項
１．米山奨学生 冀 媛媛さん 期間延長プログ
ラムの件
現在名古屋大学大学院修士課程に在学中の米
山奨学生「冀 媛媛」さんの奨学期間が間もな
く切れるため、本人から奨学期間を延長して
欲しい旨の申し出があった。
指導担当教員の推薦があり、成績優秀で学習
意欲も高く、博士課程へのバックアップ体制

も整っていることから、クラブとして支援を継続する
ことに決定
② 報告事項
１．東北支援事業報告の件
野々島の浦戸小中学校への寄贈品につき、今般寄贈
品に貼付するシールを、加藤嗣郎君のご厚意により
作成した。仙台レインボーＲＣの越後会長のご協力
のお申し出があり、先方クラブの社会奉仕事業に併
せて現地へ赴いた折に貼付していただく予定
２．地区大会信任状 選挙人指名の件
１１月の地区大会における信任状の選挙人指名の件
芹澤会長・岩佐副会長・長瀬幹事の 3 名を選出

【お知らせ】
久留宮秀郎君の事業所が移転しました。
株式会社 アースデザイン
〒460-0011 名古屋市中区大須 1-7-14
パーク IM ビル２F
☎052-220-6428 fax052-220-6427
(☎、fax とも変更はありません)
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インターアクトとの交流に学友が一役！
第2660 地区（大阪府）インターアクト海外研修が
8 月2 日～6 日、タイ・バンコクで行われ、タイ米
山学友会の有志メンバーが協力しました。
同研修には、日本からインターアクター65 人、
ロータリアン36 人、各校顧問など計116 人が参加。
タイ側の受け入れ地区、第3350 地区のインターアク
ターたちとの交流および奉仕活動が研修の目的で、日
タイ混合のアクターチームを作り、チーム単位で公園
での植樹、池の清掃作業、公園遊具のペンキ塗りなど
を行いました。
フェアウェルパーティではタイ米山学友会のメンバー
3 人が通訳として参加し、交流の合間には、タイ学
友会の紹介や米山奨学金の話をしたとのことです。
奉仕活動から参加した同学友会のワシン・テイ
シャシャイニランさん（2011-12/東京清瀬ＲＣ）
は、「朝から晩まで、それぞれ長い一日でしたが、
インターアクターの力で日本とタイの友好関係がも
っと深まることを実感し、感動しました。この若者
たちはロータリーの大切な財産です。私たちタイ米
山学友会も、日タイの架け橋としてますます頑張ら
ねば」と、決意を新たに語りました。
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WFF 参加
例会変更 12 日（土）11：30
エディオン久屋広場
Partner’s Night
例会変更 18：00
THE KAWABUN NAGOYA
港友例会
卓話
J.フロントリテイリング(株)
特別顧問 岡田 邦彦氏
地区大会
例会変更 10 日（日）10：00
ホテルナゴヤキャッスル
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ロータリー財団卓話
「ロータリー財団の多様性について」
地区ロータリー財団委員会
副委員長 中村 公彦君
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年次総会
第 2 回クラブフォーラム
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港友例会
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忘年家族会
例会変更 18：00
16 階「アゼリア」
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今後の例会予定

会
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