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本日の卓話

過去 3 回の修正出席率
10/9：100% 10/23：99.53% 10/30：100%

「環境推進地区 ぼくたち わたしたちの形埜」
岡崎市立形埜小学校の皆さん

【11 月 13 日第 2002 回例会 会長挨拶】
近藤ガバナーようこそお越し下さいました。例年では岡崎ＲＣとの合同例会にてガバナーをお迎えしてお
りますが、今回は近藤ガバナーの意向で各クラブの例会へそれぞれに公式訪問されて、そのバイタリティー
に敬服いたします。昨日は渥美ＲＣへ、明日は尾張旭ＲＣへ訪問されます。大変なご苦労であります。
ガバナー公式訪問の前にクラブ単位のロータリーデーの実施「イモ掘り収穫体験」ができました。大きな
芋が取れた時の子供たちの歓声が今でも思い出されます。東海愛知新聞に写真入りで掲載され、ロータリ
ーに輝きを与えたられました。
前回の例会

「ガバナー公式訪問」国際ロータリー第 2760 地区 近藤雄亮ガバナー(名古屋瑞穂 RC)

パラドックス(逆説)について・・・うさぎとカメのお話。うさぎとカメが向こうに見える丘まで夏の暑い日に
競争をしようとスタートしました。うさぎはピョンピョンと跳ね、カメはのろまだから大丈夫と途中大きな木の
木陰で休んでいました。一方、カメはのろのろと一生懸命努力し歩いていました。うさぎが気づいた時にはカメ
はゴール間近、うさぎは慌て走り出しましたが、カメはゴール目前で泡を吹いてひっくり返りうさぎが勝ったと
いう逆説です。一般説ではカメが努力して勝ったお話。この話は暑い時、ただがむしゃらに努力すればいいので
なく、自分の体力や周りの状況を把握し考え行動しないといけません。人間はいろいろな環境の中で頑張ってい
くなか、状況判断が非常に大切になります。パラダイムシフトの現象がこのなかにあります。
パラダイムシフトとは狭い意味では、その時代や分野において主流だった問題を抱えている古い考え方に代わ
り、その問題を解決できる新しい考え方が革命的・非連続的に変化し主流となることであります。また広い意味
では、
「発想の転換」
「見方を変える」
「固定観念を捨てる」
「常識を疑え」
、斬新なアイディアにより時代が大きく
動くことであります。典型的な例の理論的展開として、万有引力の法則・地動説・進化論・相対性理論・量子力
学などが発見され、立証された時点で大きく世の中の行動や考え方が変わりました。また革命的な発明として、
火薬・羅針盤などがあります。そしてさらに革命的なのは、蒸気機関の発明です。これにより人間の社会構造が
さらに大きく変わっていきました。近年では、コンピューター社会の中でスピードも変わりました。これから起
こるパラダイムシフトは、環境保全を考え車のガソリンエンジンから燃料電池への切り替えであり、現在では日
本の人口減少、スピーディーな情報社会・高度な技術革命などがあります。
ダーウィンは地球上のどんな強い生き物でも、賢い生き物でも生き延びることはできない。世の中の環境変化
に対して、素早く変化できる生き物が生き延びることができると言っています。ロータリーがしかるべき運命を
切り開くには、私たちも常に進化をしなければならない。時には革命的にもならなければなりません。
ＲＩは来年の１１０周年に向かって、会員を１３０万人にしたいと考えています。しかし数字ばかり追うだけ
でなく、将来的に繁栄をするために、ロータリーそのものの質を高めていくことが先決であると考えます。
ロータリーの奉仕活動で生まれた感動・感謝の気持ちをロータリーのなかで常に持ち続け、シェアできるように
なれば結束力にもつながり、ロータリアンで良かったと感じられます。これからのロータリー、そして地域社会
を背負う子供たちを守り、育成していくなかで世の中も明るくなると思います。ローターリークラブが地域を、
自ら引っ張っていく気持ちで、ロータリー活動を行っていただくことを願っております。

近藤ガバナー、高須地区幹事



ご来訪者

ガバナー 近藤雄亮様

近藤雄亮ガバナー･高須洋志地区幹事

米山奨学生 候君へ奨学金授与
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ご来訪者

会長幹事懇談会

米山奨学生 候利明君

 幹事報告(近藤幹事)
■ 11 月定例理事会報告(11 月 6 日開催)

 ニコボックス委員会
 ガバナー近藤雄亮様、地区幹事 高須洋志様よりニコ

・中部経済新聞社平成 27 年新春広告協賛の件：
10,000 円の支出可決承認。
・ガバナー公式訪問記念集合写真撮影の件：可決承認
■ 12 月 20 日(土)21 日(日)岡崎市民会館にて光ヶ丘
クリスマスページェントが開催されます。参加希望
の方は今日中に幹事までお申し出下さい。
■ 本日午後６時半～魚清にて第 42 年度指名諮問委員
会を開催します。関係の方はご出席をお願いします。
■ 本日例会終了時ガバナー公式訪問を記念し集合写真
を撮影いたします。
 出席委員会 本日の出席率 89.29%(欠席 6 名)
前々回(10/30)修正出席率 100％(欠席 0 名)
 ビジター報告 [岡崎 RC]5 名 [岡崎南 RC]2 名

にご協力いただきました。
 三浦泰廣君･近藤金作君･足立汎和君･山内隆一君･小










林清文君 近藤ガバナー、高須地区幹事のご来訪を歓
迎します。
長坂勲君･草野信隆君 ニコに協力します。
小木曽進君 魚清がリニューアルオープンしました。
島田英太君 米山記念奨学会へ 102 万のご寄附をい
ただきご協力有難うございす。
畔栁秀幸君 あづま会優勝しました。
池田正君 ひよどり会多くの申込有難うございます。
森 洋子君 南部淳様なごみの風オープンおめでとう
ございます。柴田芳孝様の奥様にお世話になりました。
坂野弘君 青山さんありがとうございました。
雑誌委員会 ロータリーの友 11 月号の記事紹介

11・１２月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

11/27(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」 「国づくりにむけた若者たちの役割」世界平和ﾌｪﾛｰ 水野真希様

12/ 4(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」 「クラブ年次総会」

12/13(土)18:00～ 名古屋マリオットアソシアホテル 「年忘れ親睦家族例会」※12/11(木)からの例会変更です。
12/ 18(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「インターアクトクラブの現状と課題」岡崎 RAC 会長 及川純様
12/ 25(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」会長 三浦泰廣君･幹事 近藤金作君

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

11 月 21 日（金） 安城

碧海信用金庫 3 階事務局 11:30～12:30

11 月 24 日（月） 豊田西・豊田三好

法定休日の為休会

11 月 25 日（火） 西尾

西尾信用金庫 中央支店 2 階事務局 11:30～12:30

11 月 26 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

11 月 26 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号 11:30～12:30

12 月 3 日（水）

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

三河安城

12 月 10 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 15 日（月） 豊田三好

保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

12 月 16 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

12 月 16 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

12 月 17 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 19 日（金） 安城

碧海信用金庫 3 階事務局 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

あづま会

12 月 9 日（火）

ひよどり会

12 月 4 日（木）

写楽会

場所

内容

ザ・トラディション 【11 月あづま会結果】優勝：畔栁秀幸君 N70･G79
ＧＣ
準優勝：中根匡規君 N73･G102
チャーム

忘年会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて掲示
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