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藤田守彦 会長

年度テーマ

＝先人に感謝、今日から、そして明日へ＝
ホップ、ステップ、ジャンプ！！
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
プログラム･クラブ会報広報委員長 岩田 宏
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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
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Mail rc.nagoya-marunouchi@waltz.ocn.ne.jp
HPhttp://www.nagoya-marunouchi-rc.org/

第８５７回 例会Ｎｏ．４１ 平成 ２５年 ５月３０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４４名中２３名出席
■ 出席率
５４.７６％
出席計算人数４２名
■ 修正出席率 ５月１６日 ９４.８７％
■ スピーカー
磯部 徹さん
■ ビジター
津島 RC 水野憲雄さん

クラブ、名古屋丸の内クラブ、そして西名古屋分区のクラ
ブに提唱を働きかける事になると思います。丸の内は新
世代活動の目玉がなく今回は良き機会と思っております。
改めて会員の皆さんには詳細等御説明をして御理解を
御願いする事になると思いますので、その節は宜しく御
願い申上げます。

会長挨拶
皆さん、こんにちは。
今週よりクールビズ
にて失礼をします。
当社は５月１日よりク
ールビズを行ってい
ます。もちろんネクタ
イ着用も結構ですし、
クールビズでも結構
かと思います。ただ
スーパークールビズ
は「ＮＧ」ですので宜しく御願い致します。先週は例会を
休ませて頂きました。吉田副会長には会長挨拶をありが
とうございました。御蔭様で「日本ねじ工業協会」の総会
も済み、報告も出来ました。
今日は磯部さんより１０代目会長をされた時の設立１０周
年記念例会の思い出を御話願います。前回御願いした
時はパソコンの調子が悪く画像が見れませんでした。今
回は万を持しての再登場となりますので、宜しく御願い
致します。５月の１８日、１９日の両日に「ローターアクト
クラブ」の年次大会が開催をされ参加をして参りました。
ローターアクトは新世代教育の一環として１８歳から３０
歳までの男女で構成されている組織です。
１９日の大会当日はローターアクトのＯＢとして、ロータリ
ーアンとしての思いを３０分御話して参りました。僕にと
っては貴重な体験をさせてもらって感謝をしています。
今回の大会は会員９名の名古屋みなとローターアクトク
ラブが主催をしました。当日の情報では名称変更がＲＩで
承認をされ「名古屋中央ローターアクトクラブ」として再出
発する事になるそうです。当クラブも以前「提唱」をしてい
た事もあり、これを機会に新たに「提唱」出来ればと思い
ます。当初は名古屋西クラブ、名古屋みなとクラブ、東海

●本日は創立 20 周年を迎える準備として、１０周年記念
式典について第１０代会長の磯部 徹さんよりお話いた
だきます。磯部さん、宜しくお願い致します。
藤田、加藤、柴田、安江、若原、大附、岩田、大岩、西川、
矢野、水野、河原、長谷川、渡邉、和田
（敬称略）
磯部さん 今日の卓話、よろしくお願いします。映像は藤
田会長、朝倉さんのお力添えによりました。
池井戸さん 休みばかりですみません。
◎春の健康感謝ニコニコ Day
池井戸、石井、安江（敬称略）
本日合計 ４１，０００円

ニコＢＯＸ

15 ヵ年皆出席表彰
親睦活動・出席委員長 成田勝彦
15ヵ年皆出席を迎えられた池井戸貞夫さんに、藤田守彦
会長より記念品を贈呈致しました。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎６月 ６日（木） 第８５８回例会 「クラブフォーラム」
◎６月１３日（木） 第８５９回例会 「臨時総会」
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆

卓 話
「創立１０周年記念式典を振り返り」
第１０代会長 磯部 徹

として平和を推進します。毎年、ＲＩ国際大会に集まる時、数日
間、私たちは世界の理想像を目の当たりにします。さまざまな
皮膚の色や文化を持つ人々が集い、より良い世界を築くために
協力するのです。
世界のロータリアンが共に、今年度のテーマ「奉仕を通じて
平和を」実現する取り組みを、私と一緒に続けていただけるよう
願っております。

！！ 緊急のお知らせ ！！
◎在ポルトガル日本大使館より
「国際大会に参加される皆様へお願い」（６月５日）
在ポルトガル日本国大使館から、国際大会に参加する日本の
ロータリアンに、最近治安が悪化しているのでお気をつけ下さ
いとのメールが届きました。詳細については、「外務省海外安
全ホームページ」（http://www.anzen.mofa.go.jp/） 、および「在

田中作次 RI 会長メッセージ ６月
（ロータリージャパンウェブより転載）

ポ ル ト ガ ル 日 本 国 大 使 館 ホ ー ム ペ ー ジ 」
(http://www.pt.emb-japan.go.jp/) をごらん下さい。

リスボンで「平和」を考えよう

◎国際ロータリー第 2830 地区ガバナー事務所（６月３日）

朋友ロータリアンの皆さん、国際ロータリー（ＲＩ）の国際大会
は、大きな力を持ったイベントです。初めて参加した国際大会で

「第 2830 地区のホームページにアクセスしないで下さい」
当地区ホームページについて、不正なコンテンツが挿入された

の経験を忘れる人はいないでしょう。

可能性があります。

ロータリーというものを教えてくれる国際大会
私が初めて参加した国際大会は 1980 年のシカゴ大会でした。

クセスした場合、ウイルスに感染する恐れがありますので、当
地区ホームページへアクセスしないように、取り急ぎご案内致

私はその年、八潮ロータリークラブの会長でした。もっとロータ

します。 なお、閲覧できるまで、時間を要すると思いますので、

リーについて学ばなければならないと考え、シカゴ大会に参加
するようクラブの会員 9 人を誘って、みんなでシカゴへ行きまし

ご理解とご協力の程、お願い致します。

た。ＲＩ国際大会とはどんなものなのか予想のつかないまま参

2013 年 4 月 21～26 日、アメリカ・イリノイ州シカゴで、規定審
議会が開催されました。世界の 532 の地区から 528人の代表議

加しましたが、そこで見たものは想像をはるかに超えるもので
した。
その国際大会が、私にロータリーというものを教えてくれまし
た。そして、私の人生を完全に変えました。クラブに、「がんば
ろう」という気持ちを与えてくれました。あの国際大会に、私はク
ラブの一会員として参加し、ロータリアンとなって帰ってきまし
た。シカゴで受けた感動は、今でも私の心に深く残っています。
ポルトガルと日本との友好関係
日本出身のＲＩ会長として、ポルトガルで開かれる国際大会
に参加できることをとてもうれしく思います。ポルトガルと日本
は、1542 年以来、歴史を共に築いてきました。その年、一隻の
ポルトガルの船が、日本の南部にある島に漂着しました。ポル
トガルの船員たちは日本に来るつもりはありませんでしたが、
嵐で遭難してしまったのです。しかし、これはうれしい偶然でし
た。この偶然が、平和的で豊かな関係の始まりとなったのです。
1993 年、日本とポルトガルは、交流 450 周年を祝いました。ポ
ルトガルは、16 世紀半ば、日本人が初めて訪れたヨーロッパの
国でした。それ以来、長きにわたって、ポルトガル語は、わが国
に影響を残しています。
「平和の港」リスボンで会いましょう
ポルトガル人が日本を見つけたのは、偶然の出来事でした。
しかし、国際大会の地としてリスボンが選ばれたのは、偶然で
はありません。リスボンは「平和の港」です。そして「平和」は、
500 年近くの間、日本とポルトガル間のテーマとなってきたよう
に、この国際大会のテーマでもあります。
私たちはロータリアンとして、さまざまな方法で平和を目指し
て活動します。人道的奉仕を通じて、そして超我の奉仕への信
念を通じて、平和を目指します。また、私たちは、それぞれ個人

つきましては、当地区ホームページにア

2013 年規定審議会開催

員が出席して（日本からは 34 地区の代表議員全員が出席）、立
法案を審議しました。
審議の結果は、国際ロータリー（ＲＩ）事務総長から、2 か月以
内に全クラブに送られることになっていますが、変更された「国
際ロータリー定款」「国際ロータリー細則」「標準ロータリークラ
ブクラブ定款」は、本年 7 月 1 日施行となります。新年度の準備
に影響があるものもありますから、審議結果について、速報を
お届けします。
審議会の結果につきましては、各クラブで検討をして反対の
場合は、その意思をＲＩに書面で提出することができます。手続
きについては、ＲＩ事務総長からの報告書に同封されています
から、確認ください。
また、「標準ロータリークラブ定款」は、クラブ名、所在地域を
入れて、そのまま新しい定款を採用することになります。「ロー
タリークラブ細則」は、新しい「国際ロータリー定款」「国際ロータ
リー細則」「標準ロータリークラブ定款」に矛盾しないようクラブ
で検討し、「ロータリークラブ細則」の変更手続きに従って変更
をすることになります。
なお、立法案の一部は、文言を修正しての採択となりました
が、審議が英語で行われるため、修正部分につきましては、当
日の日本語の同時通訳で使用された言葉または、英文を入れ
ました。さらに、採択された立法案と他の条文等を確認して、文
章や言葉が変更される可能性もあります。ＲＩからの公式の文
章が届きましたら、必ずご確認ください。
各地区では、代表議員からの報告があると思います。また、
『ロータリーの友』6 月号に今回の規定審議会のレポートを掲載
しますので、併せてご覧ください。 （以上、RJW より転載）

