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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８０６回 例会Ｎｏ．３６ 平成 ２４年 ４月５日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「君が代」「奉仕の理想」
■ 出席報告
会員４７名中３２名出席
■ 出席率
７２.７２％ 出席計算人数 ４４名
■ 修正出席率
３月２２日 修正出席率 ９５.３４％
■ スピーカー
藤田守彦さん
会長挨拶

長谷川龍伸

皆さん、こんにちわ。そして、
小菅さん、改めまして、こんに
ちわ。大型新人のご入会を心
から歓迎いたします。
ようやく暖かくなり、桜も咲き
始めたかと思ったら、先日は
大変な嵐で、びっくりしました。
桜が満開になる前でよかった
と思います。これからしばらく
の間、桜を楽しみたいと思います。
さて、今はパソコンとインターネットの時代です。我々
弁護士の仕事もこれらを抜きにしては考えられないよう
になってきました。
そういう中で、最近、私の事務所もホームページという
ものを持つようになりました。きっかけは、事務員と話し
ているときに「どこかの法律事務所がホームページを作
ろうとしたら１００万円以上かかると言われたらしい」など
という話が出たことでした。私が冗談でその事務員に「あ
なたパソコンが得意だから、うちのホームページを安く
作ってくれない？」と言ったところ、その事務員が本気に
なって作ってしまった、という次第です。ちなみに、かか
った費用は２万円くらいでした。
一度皆さんにも見ていただきたいと思いますが、なか
なか上手に出来ています。写真などは自分たちのカメラ
で撮ったものを使っています。
ホームページを持てたと言うことで気分が良いのです
が、少々問題がありまして、「長谷川龍伸法律事務所」と
いう名前で検索しても、大量の検索サイトのようなものが
出てきて、肝心の私の事務所のホームページが出てき
ません。３ページ目くらいにようやく出てきます。
検索で上位に来るようにするためには、色々と工夫が
必要で、お金もかかるということは知っていましたが、自
分で自分のホームページが見つからないというのはあ
んまりじゃないか、と思いました。もっとも、パソコンによ
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っては一番上に出てくる場合もあり、複雑です。
検索の仕組みは、なんでも検索エンジンというものが
あり、これが定期的にネットの世界を回っていて、情報を
拾っていく仕組みになっているらしいのですが、同じ言
葉で検索しても一番上に出てくる場合と出てこない場合
があることの原因はよく分かりません。
それはともかく、会員の皆さんの会社のホームページ
もいくつか見させていただきましたが、どれも立派なもの
でした。私のところも、これから、徐々に内容を充実させ
て行きたいと思っています。

４月の祝福
1日
5日
6日
7日
8日
15 日
20 日
24 日
29 日

誕生日
川原さん
河原さんご夫人
森田さんご夫人
松本さん
成田さんご夫人

結婚記念日

高山さん
藤野さん
松尾さん

林昌義さん
岩田さん
若原さん

ニコＢＯＸ
●小菅 誠さんのご入会を心より歓迎申し上げます、どう
ぞ宜しくお願い致します。
長谷川会長、松尾幹事、西垣、藤田、矢野、加藤久明、
若原、水野、和田、渡邉、成田、磯部、立石（敬称略）
小菅さん 本日入会させていただきありがとうございま
す。今後ともよろしくお願い致します。
加藤満男さん ３月中頃から体調が悪く一ヵ月半休ませ
ていただきました。すみませんでした。回復して元気にな
りましたのでよろしくお願いします。
河原さん 家内の誕生日プレゼント有難うございました。
●本日は会長エレクトの藤田守彦さんより、次年度委員
会組織についてご説明いただきます。藤田さん、どうぞ
宜しくお願い致します。
柴田孝一、後藤、金子、藤野、森田、池井戸、西川、
吉田、堀江、高山（敬称略）
北原さん 出席率が悪くて本当にすみません。
本日合計 ７１，０００円

入会式
本日、小菅 誠さんを新入会員としてお迎えし宣誓書に
ご署名いただきました。

カルヤン・バネルジー ＲＩ会長メッセージ
（ROTARY JAPAN WEB より転載）
「飢餓に取り組む」
ロータリーの兄弟･姉妹の皆さん、
今月号で皆さんは、私たちが今日直面している最も緊急性を
要する人道的危機の一つ、「飢餓」と闘うために、ロータリーが
どのような活動をしているかお読みになることでしょう。
必要とする人が手に入れることができるか
私たちが食料不足について語る時、私たちが直面する問題
はそれが常に局地的なものであるということは、周知の事実で
あると考えます。私たちの世界では人々が食べるには十分過
ぎるほどの食料が生産されています。問題は、食料を必要とし
ている地域で手に入れることができるかどうか、また、最も貧し
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い地域の人々が安定的に食料を得る手助けができるかどうか
です。
世界の多くの地域では、自分たちが食べていくぎりぎりの食
料しか生産できません。ほんの数か月の異常気象、それどころ
か、たった 1 度の嵐でさえ、大惨事を引き起こしかねないので
す。不幸なことに、こうした食料供給に最も打撃を受けやすい
地域ほど、惨事が起きても、世間の関心を集めることはほとん
どありません。
根本的なところから、長期的に取り組む
しかし、ロータリーは、この点において大きな強みを発揮しま
す。世界中の多くの地域に存在すること、危機が発生した際に
それを察知し対応する能力がそれです。しかしながら、それに
もまして重要なのは、飢餓に根本的なところから、長期的に取
り組んでいる、私たちの献身です。
ロータリーに所属する私たちには地球規模の飢餓問題に対し
てできることはたくさんあります。一方、いつものことながら私
たちは、最も必要なところに援助を届けるのを地元のロータリ
アンたちの働きに頼っています。そして、私たちが貧困と飢餓、
それに極端な資源不足に関して今日の世界を見渡した時、最
初に目を向けるべき所がアフリカであることは疑いの余地はほ
とんどありません。ということは、アフリカは私たちが視野を広
げて見ていかなければならない所でもあるのです。
飢餓は克服できる
ロータリーの「Reach Out to Africa」計画は、アフリカでのロー
タリークラブの会員増強を図り、地域のニーズに取り組むため

次年度の委員会組織についての説明と、該当者の発表
をしていただきました。詳細については例会配布の組織
表をご参照ください。
第１０回 理事役員会議事録
平成２４年４月５日（木）12：00〜例会場にて
出席者 長谷川龍伸、藤田守彦、安江英雄、後藤 敞、
吉田光一、松尾雄二郎、田島陽介
議題
１．出席率向上委員会の件
承認
会長・幹事・会長エレクト・副幹事・出席正副委員長
２．13-14 年度ガバナー補佐推薦の件
承認
川原弘久さんを推薦する。
補佐幹事
植木広次さん、松尾雄二郎さん
IM 実行委員長 藤田守彦さん
３．その他

に彼らを動員し、より発展している地域のロータリアンたちのア
フリカ問題に対する関心を高めることを目標としています。それ
は支援を必要とする人々と、支援をしたくてもどこから手をつけ
ていいのかがわからない人々を結ぶ一つの方法なのです。
地球規模で食料が安定するのに、大きな障害があるのは言う
までもありません。しかしながら、それらは決して克服できない
問題ではありません。そして、もし私たちが地球に変化をもたら
すより効果的な組織にロータリーがなるように努力を続けるな
ら、恐らくロータリーの手法は、発展を促すために最も有望な道
の一つとなります。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎４月１２日（木） 第８０７回例会
「ロータリー研究」 ロータリー情報委員長 磯部 徹さん
◎４月１９日（木） 第８０８回例会 例会変更
「社会奉仕 古本回収」 ﾏｲﾗｲﾌｽﾃｰｼｮﾝ近藤豊彦様
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

