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＝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８１２回 例会Ｎｏ．４２ 平成 ２４年 ５月３１日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「手に手つないで」
■ 出席報告
会員４７名中２７名出席
■ 出席率
６２.７９％ 出席計算人数 ４３名
■ 修正出席率
５月１７日 ９５.７４％
■ スピーカー
名古屋市消防局防災室 木全誠一様
■ ビジター
中部名古屋みらい RC 辻 和余さん
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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
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乗り越えたものであろうと、彼の作品の美を飽くことなく
身に受け、その燦然たる光を深い歓喜をもって身に浴び
るゆえに、これらの伝承を心から信ずるほかはないので
ある。」
吉田氏のことを思いながら、また、先日京都に行ったと
きのことを思い出しながら、短歌のようなものを作りまし
たので、ご披露します。
清水の池にただよう花筏 いまわの際にも輝けるかな

長谷川龍伸

皆さん、こんにちわ。
４月の夜間例会で、マイライフステーションの方をお呼
びして古本回収事業に協力させていただいたとき、古本
にまつわる話として、吉田秀和という音楽評論家の全集
を東京の古本屋で買った話をさせていただきました。
そうしたところ、５月２８日の新聞で、５月２２日に吉田
秀和さんが亡くなられたことを知りました。９８才だったそ
うです。
高齢であることは承知しており、また、数年前に奥様を
亡くされてから、ひどく落ち込まれ、執筆活動も途絶えて
いたのですが、その後評論活動を再開されており、お元
気にしているものと思っていましたので、やはりショック
でした。
吉田氏の業績については新聞などでも報道されていま
すので、割愛させていただきますが、音楽にとどまらず、
芸術一般について、あるいは社会や人生についてもたく
さんの文章を書かれた方でした。私は、その多くに付き
合わせていただきました。音楽を聴くよりも、音楽につい
ての吉田氏の文章を読んでいた時間の方が長かったの
ではないかとも思います。
例の全集の最初の文章は、モーツァルトについてのも
ので、こんな風に始まります。昭和２２年に書かれたもの
だそうです。
「ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトに関しては、
幾多の到底常人には考え及ばないような逸話が伝えら
れている。そうして近代の穿鑿好きな、何よりも非科学的
曖昧と超絶性を排除した、端的な真実を求める知性人た
ちにとっても、ついには承認せざるを得ないような事実
が、われわれの前に置かれている。信ずべからざること
を語る著者たちを前にして、われわれはどうしようという
のか。結局われわれにはモーツァルトの数百の作品が
置かれたのだ。そしていかに異常なわれわれの経験を

ニコＢＯＸ
中部名古屋みらい RC 辻 和余さん
中部名古屋みらい RC から来ました。いつもお世話になり
ます。本日はリサイタル開催のご案内をさせて頂きます。
７月２６日（木）伏見の電気文化会館にて 18：30〜です。
是非多くの皆様に聴きに来て頂きたいと思います。宜しく
お願い致します。
岩田さん ６月３日城西病院開院レセプション、お待ちし
ております。
●本日は名古屋市消防局防災室より木全誠一様をお迎
えし、巨大地震に対する備えについてお話いただきま
す。木全様、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。今日は宜しくお願い致します。
長谷川会長、松尾幹事、池井戸、金子、矢野、磯部、若
原、大岩、森田、藤野、和田、加藤満男、西垣、成田、永
井、後藤、亀井、西川（敬称略）
●春のニコニコ健康感謝 Day
森田、田島、柴田孝一（敬称略）
本日合計 ４７，０００円
☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎６月 ７日（木） 第８１３回例会
「ロータリー研究②」 R 情報委員長 磯部 徹さん
◎６月１４日（木） 第８１４回例会
「いのちの授業」 エフ・フィールド代表 成田久美子様
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

米山奨学生支援募金報告
米山記念奨学委員長 岩田 宏
米山奨学期間の終了したアッタナヤカ・プリヤンティカさ
んへの支援活動として、本日皆様に募金をお願いしたと
ころ、出席者全員の方からご協力を頂くことができました。
心より感謝申し上げます。
５月３１日募金集計 45,000 円
５月２４日との合計額
151,000 円
卓 話
「南海トラフ 巨大地震への備え」
名古屋市消防局防災室 防災室長 木全誠一

ハイライトよねやま（１４６号 WEB より抜粋）
●公益財団法人移行後、初の評議員会開催
公益財団法人に移行してから最初の評議員会（2011 年度第 1
回）が 3 月 29 日（木）、メルパルク東京（東京都港区）にて開催
されました。全国から 28 人の評議員が出席し、常務理事およ
び監事 9 人のほか、公益財団法人移行により任期終了となっ
た特例民法法人最後の評議員 8 人が列席。互選によって、議
長には川野正久評議員（第 2590 地区ＰＤＧ）が選出されました。
新しい法人では定時評議員会を年 1 回開始し、財務諸表につ
いて評議員会の承認を得なければなりません。今回、1 月 3
日までの特例民法法人としての決算は原案通りに承認されまし
た。これにより主務官庁であった文部科学省に最後の決算報告
を行い、これからは内閣府による必要最低限の監督を受けるこ
とになります。
また、議事終了後の意見交換では、在日留学生数の少ないア
ジア諸国に対する配慮など、今後の募集・選考のあり方につい
て熱い討議が行われました。

阪神淡路大震災、東日本大震災の被害状況などをふま
え、様々な統計等をもとに南海トラフでの地震発生時の
心構えなどお話いただきました。
防災室活動のご紹介（当日配布資料より一部転載）
「市民とすすめる命を守るプロジェクト」
◎ これまでの取り組み
2011.3.11 地震発生
3.16 被災地域支援本部設置
6.7 津波避難ビル指定等事業
〜市民とすすめる命を守るプロジェクト
6.14 防災会議
〜地震災害対策の強化推進に係る緊急提言
8.27 地震防災対策専門委員会
8.29 震災対策基本方針
12.7 業務継続計画の策定（〜24 年 8 月）
2012.2.1 防災広報誌発行（全世帯）
2.16 防災会議
6〜 ターミナル周辺における滞留者対策
7〜 歴史から学ぶ災害教訓の発掘
地震対策専門委員会報告

●米山学友が母国で受賞＝ネパール出身のタパさん＝
米山学友のジギャン・クマル・タパさん（ネパール／
2008-09／横浜たまＲＣ）が、日本におけるネパールの
認知度およびイメージ向上に寄与した功績が評価され、
NATTA（ネパール観光協会）から BhaskarAward（輝かし
い賞）を受賞しました。1 月 6 日の受賞式では、ビスタ
観光大臣から銅板に刻まれた表彰状を授与され、翌日
にはヤダブ大統領に謁見しました。
タパさんは、受賞の喜びをお世話になった人々と分かち
合いたいと、3 月20 日、同じく米山学友の妻、エソダ・バ
スネットさん（2011-12／横浜戸塚ＲＣ）とともに、「感謝の
会」を開催。駐日ネパール大使夫妻のほか、タパさん・エ
ソダさんの世話クラブ会員、第 2590 地区米山奨学委員
長の倉知恒久氏など、夫妻に縁のある 113 人がお祝い
にかけつけました。
タパさんは、2000 年に来日して以来、多くの人々に支え
られてきたことへの感謝を述べ、今後もさらに邁進して
いきたいと、決意を新たにしました。また、今回の受賞に
ふさわしく、自らガイドに扮してネパールを案内するバー
チャル旅行を演出するなど、母国のＰＲも忘れませんで
した。一方、エソダさんは「彼と結婚する際、 僕にはお
世話になった日本の友人がたくさんいる。妻になったら、
君も僕の友人を大切にして欲しい と言われた。その時
は、日本語だったこともあり、よくわからなかった（笑）。
でも、今は、その言葉の本当の意味がわかります」と、
大きな瞳を輝かせて語り、可憐な踊りを披露しました。

撮影： 会員 西川 博さん

