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長谷川龍伸 会長

年度テーマ

＝ロータリーの誇りを胸に、前進しよう＝
例会場 名古屋クレストンホテル TEL 052-264-8000
例会日時 木曜日 12：30
クラブ会報広報委員長 大岩とよみ

第７７２回 例会Ｎｏ．２ 平成 ２３年７月１４日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「我等の生業」
■ 出席報告
会員４６名中３０名出席
■ 出席率
７１.４３％ 出席計算人数 ４２名
■ 修正出席率 ６月３０日 ９５.１２％
■ スピーカー
小松辰雄 様
■ ビジター
名古屋みなと RC 飯田秀雄さん

会長挨拶
長谷川龍伸
本日は、野球解説者の小松
辰雄さんをスピーカーにお呼
びしました。小松さん、どうも
ありがとうございます。また、
小松さんをお招きするに当た
ってご尽力いただきました和
田直美さん、ありがとうござい
ました。
私は野球には疎い方なので
すが、中日とはひとつご縁があります。
それは、中日の元監督であった近藤貞雄さんと私の父
親が野球のバッテリーを組んでいた、ということです。
近藤貞雄監督は岡崎市のご出身で、旧制岡崎中学校
を卒業後、法政大学に進まれ、その後西鉄に入団されま
した。父親も旧制の岡中で野球をやっており、近藤選手
がピッチャー、父親がキャッチャーという関係だったそう
です。子供の頃、そういう話を聞かされ、半信半疑でした
が、同窓会か何かで並んで写っている写真を見て、今で
は信用しております。
近藤監督はダンディーで知られているようですが、父
に言わせると頭のよい人だったそうです。
カルヤン・バネルジー会長のお話の中に、本年度の国
際ロータリーの強調事項として「家族」という言葉が出て
きます。 これに関連して１冊の本を紹介させていただき
たいと思います。 冒頭部分を読みます。
「祖父ウェルスからは善良さと寛大さを。
実父についての世評と思い出から、恥を知る心と男ら
しさを。
母からは、神を敬う心と気前の良さと、悪を行うことだ
けではなく、そのような意向を持つことさえも抑制するこ
とを。さらに食事の質素さを、そして豪奢な暮らしぶりか
ら遠ざかることを。

2011-12 年度 R.I.会長
カルヤン・バネルジー
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1995 年 3 月 9 日
1995 年 3 月 28 日
長谷川龍伸
松尾雄二郎

事務局 名古屋市中区栄 3-29-1
名古屋クレストンホテル 1007 号
TEL 052-263-1324
FAX 052-263-0730
Mail rc.nagoya-marunouchi@waltz.ocn.ne.jp
HPhttp://www.nagoya-marunouchi-rc.org/

曾祖父からは、一般公開の学校へは通わないことを。
むしろ家で良い教師たちにつくことを。そして、この種の
ことにはぜいたくに金を使うべきだということを知ったこ
とを。」
本の名前は「自省録」といいます。
作者は、マルクス・アウレリウス・アントニヌスといい、
ローマの皇帝です。西暦１２１年にローマに生まれ、１６
１年に３９歳で帝位に就きました。全部で１２章から成り、
エッセイ集といった感じの本です。
第１章は「誰々から何々を」という文が延々と続きます。
「誰々から何々を学んだ」という意味でしょうか。
例えば、「祖父ウェルスからは善良さと寛大さを学ん
だ」というように。
親戚、知人の話が続き、そこから父に戻り、最後に
神々に対する感謝で終わります。ちなみに、妻ファウス
テゥナとは２４歳で結婚し、１４人の子供をもうけたそうで
すが、妻に関する言及はほとんどありません。
何かの機会に読んで、非常に感動しました。
「家族」と聞くと思い出します。こうありたいと思います。
カルヤン会長は母と子の関係を重視していますが、マ
ルクスは父と子を重視していたようです。戦争に明け暮
れた時代だからでしょうか。

ニコＢＯＸ
●本日は卓話に小松辰雄様をお招きしています。小松
様、ようこそお越し下さいました。会員一同心より歓迎申
し上げます。長谷川会長、松尾幹事、矢野雄嗣、岩田、和
田直美、加藤久明、若原、中嶋、安江、堀田、水野、松
本、西川、西垣、加藤満男、渡邉、高山、吉田（敬称略）
藤田さん ７月１０日、長男智文が結婚致しました。
立石さん 先週入会いたしました。どうぞ宜しくお願い致
します。
後藤さん 本日は私共のスタッフを連れて来ました。私の
彼女ではないので誤解のないように。
田島さん 中嶋さん、ニコ BOX 委員長一年間よろしくお願
いします。一年後には、歴代最高峰の委員長になられる
ことを期待しています。
●委員長就任祝 堀田、中嶋、高山（敬称略）
●100％出席達成 西垣、高山、渡邉（敬称略）
●100％出席未達成 堀田、中嶋（敬称略）
本日合計 ８９，０００円

幹事報告
松尾雄二郎
１． 地区大会のご案内が届きました。皆様には FAX で
ご案内致しますので多数のご参加をお願い致しま
す。
１１月１９日（土） 会長・幹事
１１月２０日（日） 会長・幹事・理事役員委員長・
入会３年未満
場所 ： ナゴヤウェスティンキャッスル
卓話
「野球人生」
中部日本放送 プロ野球解説者 小松辰雄

ハイライトよねやま 136 号
（米山記念奨学会ウェブサイトより抜粋）
１．2010-11 年度寄付金結果＝予算達成に感謝＝
2010-11 年度の寄付金は約 13 億 1,400 万円となりまし
た。前年度と比べて 1.0％減（普通寄付金 1.6％減、特別
寄付金 0.7％減）、約 1,300 万円の減少です。ただし、今
年度の予算額は 13 億円としていたため、約 1,400 万円
のプラスとなりました。震災復興に向けて日本のロータリ
ー全体が尽力するなか、当会への会員一人当たりの平
均寄付額が２万円を超えた地区が 5 地区、また、一人当
たり寄付額の全国平均は前年度より125 円上回りました。
皆さまのご努力に心より御礼申し上げます。新年度も引
き続きご協力賜りますようよろしくお願いいたします。
■個人平均寄付額が２万円以上の地区 ： 2590、2770、
2650、2780、2820 地区
２．感動を呼んだチャリティコンサート
中国で電子オルガニストとして活躍する米山学友、沈媛
（シェンユアン）さん（2010-11／習志野中央ＲＣ）の東日
本大震災チャリティーコンサートが 7 月 2 日、四谷区民
ホールで開催されました（主催：北京大学日本校友会）。
450 席のチケットは完売で、満席の会場には、千葉から
応援に駆けつけた第2790 地区のロータリアン、学友・奨
学生の皆さんと、沈さんの志に共感して協賛した東京米
山友愛ＲＣはじめ、第 2750 地区のロータリアン、学友の
皆さんなど、総勢 110 名ものロータリー関係者が集いま
した。コンサートは、中国からの留学生の朗読の後、沈
さんが演奏する構成で行われ、留学生の皆さんの日本
への思いの深さと、沈さんの迫力ある見事な演奏に、会
場は大きな感動に包まれました。演奏後、沈さんは大学
への感謝とともに「私は、ロータリー米山記念奨学生で

す。お世話になったことを本当に感謝しています。米山
は私の誇りです。今回の震災で、自分にできることをし
なければならないと思ったのです」と、涙に声を詰まらせ
ながら語り、会場から大きな拍手が贈られました。
終了後、第 2790 地区米山記念奨学委員会の中村俊人
氏の計らいで、ロータリアンや奨学生・学友が見守る中、
カウンセラーの新井ミエ氏から沈さんに、博士号取得記
念の腕時計が贈呈されました。
３．在米中国人学友から１万ドルの義援金＝第 2630 地
区＝
第 2630 地区（岐阜県・三重県）の内藤篤米山奨学委員
長のもとに、ニューヨーク在住の学友から岐阜市内の知
人を介して、東日本大震災への義援金 1 万ドルの小切
手と手紙が届けられたのは 3 月末のこと。内藤委員長
は、その手紙を読んで、胸が震えたと言います。
「大地震・津波・原発事故のニュースに接し、心よりお見
舞い申し上げます。20 年前、米山奨学生として岐阜ＲＣ
にお世話になり、カウンセラーの高橋さんとご家族にも
大変良くしていただきました。医学博士の学位取得も皆
さまのおかげと胸に刻んでおります。少しですが、義援
金を送り、昔日のご厚情にお応えしたいと思います。被
災地の再建を心よりお祈りしています」送り主は、ニュー
ヨークの医科大学院に勤める李娜（リナ）さん。李さんと
同じ研究室に勤務する同僚からの1,000 ドルの小切手も
同封されており、合計 90 万円を超えるこれらの義援金
は、すべて世話クラブの岐阜ＲＣに託されました。

インターネット速報
（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）
●「ロータリーニュース」（７月２０日）
日本に２つの E クラブが誕生しました。
ロータリー イークラブ サンライズ オブ ジャパン
(Rotary E-Club Sunrise of Japan)
地区：第 2640 地区
名称変更日：2011 年 6 月 28 日
（和歌山サンライズＲＣより変更）
例会場→http://www.e-club-sunrise.jp/
例会日時：火曜午前 12 時～翌火曜午前 12 時
日本ロータリーＥクラブ 2650
（Rotary E-Club of 2650)
地区：第 2650 地区
承認年月日：2011 年 6 月 30 日
例会場→http://rotaryeclub2650japan.org/
例会日時：月曜午前 12 時～翌月曜午前 12 時まで
☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎７月２１日（木） 第７７３回例会
「五大奉仕委員会年度方針」 各五大奉仕委員長
◎７月２８日（木） 第７７４回例会 例会変更
「ビアパーティ」 18：30～クレストンホテル１０階
新世代奉仕＝子供たちの夢支援①＝
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

