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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

第 2533 回例会 №23
2019 年(平成 31 年)1 ⽉ 25 ⽇(⾦) 晴
「それでこそロータリー」
＄１００例会（カレーライス）

出席報告
会員 69 名中 出席 51 名 出席率 73.91％
前々回修正出席率 100％
○スピーカー ㈱ダンスプロ 代表取締役
坂本久美⼦さん

会長挨拶
「職業奉」Vocational Service
職業奉仕の⽬的は「職業上の⾼い
倫理基準を保ち役⽴つ仕事は、す
べて価値あるものと認識し、社会
に奉仕する機会としてロータリア
ン各⾃の職業を⾼潔なものにする
こと」と定義されています。
Job→Work→Occupation→Vocation
「職業に貴賎は無い」と⾔いますが、そのレベルの違
いはあると思います。
職業奉仕と Key となる⾔葉
・ 新会員の勧誘や⼊会においては、職業と職業分類
を強調すること。
・ クラブ活動における職業の重要性を確認する。
・ ロータリーにおけるクラブレベルや地区レベルで
の⾼潔性を伴ったビジネスネットワーキングをさ
らに強調する⽅法を⾒出す。
・ 新世代を惹き付けたり指導する⽅法として、⾼潔
性を持つビジネスネットワーキングに注意を向け
るようにする。
・ ４つのテストとロータリアン⾏動規範を関連づ
け、これらのロータリーの価値に対する重要性を
確認する。
・ ビジネスネットワーキング
・
同じ想いのある企業⼈のグループがビジネス機

幹 事 棚 橋

顯

広報･雑誌・会報委員長 深 谷 友 尋

R.I．会長 バリー・ラシン

会において、お互い認識し、創造し、⾏動する社会
経済的な企業活動である。
「トリクルダウン仮説」
富める者が富めば貧しい者にも⾃然に富が滴り
落ちるとする経済思想。

ニコＢＯＸ
(寒波、インフルエンザにお気をつけ下さい。坂本
先⽣の卓話楽しみです)
⽥島会⻑
(坂本久美⼦様、卓話宜しくお願いいたします)
棚橋幹事
(多数の職員がインフルエンザに罹っています。私
は「罹らず」働いています)
菅君
(週末は雪が降りそうです。ご注意ください)
加藤(茂)君
(昨⽇和合コースで優勝しました。⼀緒に参加した
皆さんありがとうございました)
芹澤君
(明⽇より⼀泊で牧野原での新年会に⾏ってきま
す)
⼭川君
(坂本久美⼦様、卓話宜しくお願いします。⼤変楽
しみです)
寺本君
(本⽇、職業奉仕・ロータリー財団合同の委員会を
開催します。出席者の⽅よろしくお願いします)
髙⽥君、福⻄君
(坂本先⽣、卓話楽しみにしておりました。実は私、
三代舞踊団後援会の理事です)
村⽥君
(昨⽇はゴルフお疲れ様でした。芹澤君優勝おめで
とう)
中井君
(杉江君、先⽇の家庭集会⼤変お世話になりありが
とうございました。⼜⼭川君いつもお世話になりあ
りがとうございました)
野崎君
(坂本久美⼦先⽣、卓話楽しみにしています)
寺⻄さん
(ご夫⼈誕⽣祝)
福島君、箕浦君
本⽇合計
累
計

27,000 円
1,576,000 円
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卓話 「道⼀筋に迷わず 〜ジャズダンスと私〜」

株式会社ダンスプロ 代表取締役社⻑
三代舞踊団芸術監督
坂本久美⼦さん
1979 年モニカベックマン⼥史
（スエーデン）にジャズのシンコ
ベーション・ダウンビートで踊る
ことを学び、名古屋 YMCA でジャ
ズダンス・エアロビクスを指導、
1983 年に転機がやってきました。

“師は 1 ⼈、⽣涯学ぶこと”
1983 年全⽇本男⼦新体操 3 連覇の三代真史が
YMCA スタッフに着任、鍛えられた⾝体と世界レベル
の技術、備わった天才的表現センスの持ち主。そこで
私は、才能は磨く、“本場で本物を学ぶべき”と⽣涯の
師と仰ぐ教師を求めて、ロサンゼルス・サンフランシ
スコと、ダンススタジオを訪ね、最後に NY・ブロー
ドウェイ・ダンスセンター、フランク⼋チェット⽒に
出会い、⿊⼈のリズムと紳⼠な⼈柄に師と決め、毎年
夏に NY で勉強。ロータリアンの寺⻄⾼⼦さんも仲間
でした。
1990 年のビッグチャンス
ジャズダンス世界⼤会がシカゴで開催の報に、国際
プロカンパニー公演に出演を希望、残念ながら⾨前払
い。諦めず数か⽉粘り、ビデオ審査を受け出演が決
定。⽶国に学び 7 年⽬の夏です。
⽶国を真似ない⾃分たちのスタイルの確⽴
7 年間、アメリカンジャズダンスのコピーを⼀⽣懸
命学び“コピーは本物になれない”ことを悟った私たち
は、世界に誇る「武⼠道」我々の DNA に刻まれてい
る⽇本の精神美が詰まった“忍者”を創作。
1990 年第 1 回ジャズダンス世界⼤会の「忍者」は
2000 ⼈のスタンディングオーベーションを受け、
C N N TV・N Y タイムズ・ダンスマガジン表紙（三
代真史）等々、国際的に認知され念願のヨーロッパツ
アーが申し込まれました。
世界進出の扉が開く
1990 年より 2018 年まで、17 ヵ国 127 都市 209
公演。
2 ⽉ 1 ⽇より、セントラルミシガン⼤学で 10 ⽇間
ジャズダンスの授業を教えます。
偏に 40 年間、ジャズダンスを通じて出会った名古屋
は勿論のこと、国内外の多くの⼈々のお陰の賜物と、
出会いをいただきました皆様に⼼からの御礼と感謝を
申し上げます。

名古屋中央ローターアクトクラブ例会報告
⽇ 時：１⽉２３⽇(⽔)
場 所：クレストンホテル
テーマ：「植物」
内 容：⾃分たちの⾝近にある植物の誕⽣の歴
史から現在の形になるまでの歴史や、
その歴史の中でも⼈類にとって特に重
要な植物について学ぶことができた、
⼤変有意義な例会でした。

「委員会報告」
１⽉２５⽇、クラブからの補助⾦を利⽤させて
いただき、職業奉仕委員会とロータリー財団委員
会の合同委員会を開催致しました。
参加メンバーは、⽥島会⻑、棚橋幹事、⾼⽥委
員⻑、才本、⼭⽥豊、平松、河野 、福⻄の８名。
⽥島会⻑のあいさつ、⾼⽥委員⻑の乾杯に始ま
り和気あいあいと楽しいひと時を過ごしました。
また、この⽇は、医師、保険業、設計⼠とプロフ
ェッショナルなメンバーが揃い、職業奉仕委員会
らしく、各々の専⾨性、職業観に触れることもで
き⾮常に有意義な時間となりました。
最後は棚橋幹事の締めに、
「あと半年、みんなで盛り
上げていこう！」と⼀同結束して終了しました。
この⽇の会場は「たま⽊」さん。連夜の当クラブ御
⼀⾏の利⽤で⼤将が潤い、バイトのお姉さんも潤い、
お釣りはニコボックスへと、⽥島会⻑が提唱されたト
リクルダウンをしっかり実⾏しました！

まだ補助⾦を利⽤されてない委員会はぜひご 活⽤下

さい。
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寄付総額 世界上位3ヶ国 (２０１９年１月23日現在)
アメリカ

＄140,016,807

韓国

＄ 11,262,698

日本

＄ 11,035,252

日本の状況
冠名基金数

１７４

＊地区、クラブが設立した冠名基金を含む
目標(世界)2018～19年度
・全体：3億8,000万ドル
・年次基金：1億3,700万ドル
・ポリオプラス基金：6,150万ドル
（2025年までに20億2,500万ドル）

RI 日本事務局
財団室
NEWS
【2019年 国際協議会】
ジケーター・ロータリークラブ（米国アラバマ州） 会
員のマーク・ダニエル・マローニー国際ロータリー会

目標(日本)
・年次基金：1人あたり150ドル
・ポリオプラス：一人当たり30ドル
（2025年までに20億2,500万ドル）
・恒久基金：各クラブでベネファクターまたは遺贈友
の会会員を1名増やす。
・大口寄付：各ゾーン30件(総額120万ドル)
ポリオプラスへDDFの20％を寄付

長エレクトは1 月14 日（月）、米国カリフォルニア州
サンディエゴで開催された次期ガバナーエレクトへの
研修行事である国際協議会で、201920 年度の会
長テーマ、「ロータリーは世界をつなぐ」を発表しまし

⽉

今後の例会予定

日

た。
マローニー会長エレクトは、より力強いロータリーを築

8

同好会報告

15

休

22

例会変更
「インターシティミーティング」
2 ⽉ 18 ⽇(⽉) 名古屋観光ホテル

1

港友例会

8

卓話

くためのビジョンを発表し、地域社会とのつながりを
広げるために、革新的な会員モデルを導入していく
ことをクラブのリーダーに呼びかけました。
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また、ゲイリー C.K. ホァン ロータリー財団管理委員
長エレクトは、2019-20 年度の寄付目標を発表しま
した。
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2019〜2020年度RI会⻑テーマ
「ロータリーは世界をつなぐ」
4

会

中川税務署⻑ 四井 清裕⽒

15

卓話「オリンピックと世界の国旗」
評論家・世界の国旗研究協会会⻑
吹浦 忠正⽒

22

休

29

卓話
地区補助⾦委員会
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卓話
「ソムリエ的ビジネスマンの流儀」
トヨタ鞍ヶ池記念館
館⻑ 千葉
武⽒

会

藤野 直⼦さん
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