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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７９３回 例会Ｎｏ．２３ 平成 ２３年１２月２２日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「それでこそロータリー」
■ 出席報告
会員４７名中２８名出席
■ 出席率
６３.６３％ 出席計算人数 ４４名
■ 修正出席率
１２月１日
９５.２３％
■ スピーカー
高山 進さん、吉田光一さん

会長挨拶

長谷川龍伸

先週の例会は、興正寺の大書院を使わせていただき、忘年家
族会を開催しました。会員だけでなく、ご家族の皆さんにも大勢
参加していただき、ありがとうございました。当クラブメンバー
によるバンド演奏あり、ダブルエンジンのえとう窓口さんの友情
出演あり、ミッキーマウス・ピカチューのパレードありで、大変楽
しい忘年会でした。 当日も申し上げましたが、ご尽力いただき
ました林博樹さん、植木さん、大いに盛り上げていただきました
親睦活動委員長の柴田さん、ご出演いただきました矢野雄嗣さ
ん、加藤久明さん、着ぐるみで頑張っていただいた東海典礼の
社員の皆様、そして事務局の朝倉さん、本当にありがとうござ
いました。
本日は、本年最後の例会ですので、７月からの当クラブの活
動をざっと振り返ってみたいと思います。
まず、８月に青森のねぶた祭りに参加し、クラブ会員の親睦を
大いに深めました。
また、１１月にカンボジアのカンポット州の小・中学校を訪問し、
教育、医療支援を行いました。私も会長としてカンボジアを訪問
し、得難い経験をさせていただきました。
さらに、同じく１１月に会員の吉田さんの呼びかけを受け、石
巻市の被災者の方々に冬物の衣類をお送りする活動に協力さ
せていただきました。これは現在も継続中です。
その他にも、東山動物園を訪問してマイクセットを寄贈したり、
歌舞伎鑑賞会を行ったりしました。
もっとも、私が一番強調したい点は、今年もこのように毎週欠
かさず例会を行ってきたということです。当たり前のことではあ
りますが、毎週、皆さんお忙しい中で時間を作って集まっていた
だいているということが、何より大切なことではないかと思いま
す。 このように様々な活動を行い、また例会を続けてこられま
したのも、偏に会員の皆様のおかげと感謝しております。改め
ましてお礼を申し上げます。
今年は東日本大震災をはじめ、災害の多い年でしたが、来年
は明るい年になることを祈念しまして、本年最後の挨拶とさせ
ていただきます。
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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/

ニコＢＯＸ
●本日は「カンボジア事業の最終報告」です。宜しくお願
い致します。
長谷川会長、岩田、松本、後藤、西川、
堀江、大岩、加藤満男、川原、森田、加藤久明、水野、河
原、北原、渡邉、立石（敬称略）
●先週の「クリスマス忘年家族会」、大変楽しかったで
す。大勢のご参加、有難うございました。
柴田孝一、成田、金子、吉田（敬称略）
若原さん 妻の誕生日にお花をありがとうございました。
高山さん カンボジアの最終方向をさせて頂きます。今後
の名古屋丸の内ＲC の国際奉仕の進め方についての議
論を始められれば、と思います。宜しくお願いします。
磯部さん 会長、幹事半年間ありがとうございました。あ
と半年、会長の文化の趣の会長挨拶、楽しみにしており
ます。
石井さん 今年も最終例会となりました。一年お世話にな
りました。来年は幸せになりますよう願っています。
安江さん 本年最後の例会です。来年は良い年でありま
すように。感謝
本日合計 ５１，０００円

卓話
「国際奉仕カンボジア事業報告」
委員長 高山 進

「東日本大震災被災地 冬物衣料支援活動報告」
吉田光一

です。今日、そして明日、家族たちをロータリーに巻き込めば巻
き込むほど、ロータリーはもっともっと繁栄するでしょう。
ロータリーとは何でしょう？ それはいろいろあります。しかし
ながら、その中核となるものとして、ロータリーは次のような言
葉で表せます。「あなたの隣人をあなた自身と同じように愛しな
さい」。ロータリーは愛です。そしてその愛は「私たち」――そし
て私たちの身近な人々とともに始めるべきなのです。

ハイライトよねやま（１４１号 WEB より抜粋）
１． 寄付金速報＝ご支援のお願い＝
11 月までの寄付金は前年同期と比べて 4.5％減、約 2,900 万

カルヤン・バネルジー ＲＩ会長メッセージ
（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）
家族とともに
ロータリーの兄弟・姉妹の皆さん
8 月の下旬、妻のビノタと私はガーナにいました。ロータリー財
団管理委員会副委員長のサム・オクゼトや熱心な地元のロータ
リアンたちに、首都アクラから 60 マイル（約 100km）ほどのとこ
ろにあるアブティアテティという小さな村で行われた「水プロジェ
クト」のテープカットに誘われたからです。
家族が集まって地域社会を形成
私たちは午前 11 時ごろ現地に着きましたが、村人全員がそ
の場にいるように思えました。私たちを歓迎するために朝早く
から待っていてくれたのです。これまでこの村の女性たちは川
の水をくむために、3 マイル（約５km）あまり歩かなければなり
ませんでした。今では、村にできたポンプ付きの井戸から、安
全で清潔な水を得ることができます。これは、ロータリーとＵＳＡ
ＩＤ（アメリカ国際開発局）が協同で実施した、簡単ではあるもの
の効果的なプロジェクトでした。
しかし、その日私たちに最も衝撃を与えたのは家族でした。
男も女も子どもたちも、みんなが一緒になり踊ったり、歌ったり
して私たちを歓迎してくれました。このことは、世界中どこでも、
人々は家族となり、その家族が集まって地域社会を形成してい
るのだということを私に教えてくれました。
家族から始まる

円減少の 6 億 800 万円となりました。普通寄付金が 1.9％減、
特別寄付金が 5.9％減でした。米山月間の 10 月は寄付状況に
回復傾向がみられたものの、11 月は再び伸び悩み、直近 10
年間では単月・累計額とも、過去最低額となりました。12 月は
例年、特別寄付金が１年間で最も多く納入される月です。今年
も残り半月近くとなりました。奨学事業を継続していくために、今
後もご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。
２． 被災地に住む現役奨学生は今・・・
東日本大震災から 7 ヶ月が経った 10 月、第 2520 地区（岩手・
宮城）、第 2530 地区（福島）、第 2820 地区（茨城）に住む現役
奨学生 58 人全員に対し、震災発生時の状況や現在の悩みに
ついてアンケート調査を実施しました（回答数：46 人）。被災地
区に住む奨学生の声を紹介します。

◆ 震災後、ロータリーから学んだこと
＝ロータリアンの前向きな姿、奉仕の精神に学んだとの
声多数＝
・ ロータリアンばかりでなく、全国の国民が復興のため一緒に
頑張る姿勢は、自分に大きな影響を与えました。今回の震災で、
自分の研究を震災対策に関する研究にしました。これから、安
全・安心なまちづくりを目指し、日本の震災復興に力を尽くした
い。（2820）
・ 例会で震災への支援や活動報告、また現地の報告などを聞
いて、自分も実際にお手伝いをしたいと思いました。その後、3
回ほどボランティアに行ってがれきの片付けやヘドロ掃除をし
ましたが、本当に被災者の方々は大変だと思いました。また機

を幸せにしてくれました。家族は生活の始まるところ、一日が始

会があれば今でも行きたいと思います。（2520）
・ なんで自分がこんな大変な時期に…と思っていました。しか
し、カウンセラーと話して考え方が変わりました。明日が来ない

まるところ、そして私たちロータリーの奉仕活動を始めなけれ
ばならないところだからです。なぜならば、地域社会を、そして

かもしれない「今」の大切さ、家族、友人の大切さを改めて感じ
ました。（2530）

ロータリーを形成している単位は、家族であって、個人ではな
いからです。
ロータリーの奉仕に家族を取り込むよう奨励することは私の

◆ 災害（地震・放射能）への不安
＝ やはり不安の種は放射能… ＝
・ 3 才の子供がいるので放射線のことが心配です。戸外遊び

重要な優先事項の一つです。私は、ロータリーは決してロータ
リアンと家族の間に垣根をつくるべきではないと、非常に強く感
じています。ロータリーの奉仕は、家族が、より親しい関係にな
るようなものであるべきです。私自身のことを申し上げますと、

禁止してないけど、前と比べると時間を短くしたりして、やっぱり
ちょっと不安です。（2820）

そして、この出来事は、家族がすべての事柄の始まりである
という理由で、今年度の強調事項の最初に家族をもってきた私

もしロータリーのイベントに妻のビノタを連れていけないような
ら、その答えは明白です。私は行きません！
ロータリーは「私たちのため」
ロータリーは「私のため」ではなく、「私たちのため」のもので
す。私が、各地区が地区大会に家族を迎え、配偶者や子どもた
ちを奉仕プロジェクトに参加させ、家族も共に出席することを念
頭に置いた例会を企画することを奨励しているのは、このため

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎ 12 月 29 日、1 月 5 日は休会です。
◎１月１２日（木） 第７９４回例会 例会変更
「新年親睦夜間例会＝チャリティオークション=」
18：30〜 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ
◎１月１９日（木） 第７９５回例会
「第９回クラブフォーラム」
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

