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第７７１回  例会Ｎｏ．１ 平成 ２３年７月７日（木） 雨 

第 1 回クラブフォーラム 

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸ゙  「君が代」「奉仕の理想」 

■ 出席報告 会員４６名中３０名出席 

■ 出席率 

■ 修正出席率 

■ スピーカー 

 

６９.７７％  出席計算人数 ４３名 

６月２３日 ９５.１２％ 

会長、幹事 

 

会長挨拶                      長谷川龍伸 

本年度会長を務めさせていただ

きます長谷川龍伸でございます。 

１） 私は、昭和３２年生まれの５３

歳で、今月の１３日で５４歳になりま

す。若いと言えば若いですが、これ

からは、このことを言い訳にしない

よう、努力しようと思います。 

 ロータリー歴は、独立して法律事務所を開設した平成９

年の１２月に入会させていただきましたので、１３年と半

年ほどです。これまで、米山奨学委員長、国際奉仕委員

長、ＳＡＡ、会員増強委員長などをさせていただき、磯部

会長のときに幹事を拝命し、その後気が付いたら会長に

成っていたという次第です。 

２） 我が丸の内ロータリークラブは、本年度、創立１７周

年を迎えます。当クラブの創立日は平成７年３月９日で

すから、来年の３月９日で１７年になります。人間で言う

と、１６歳、青春真っ盛りです。 

 ちなみに、私の息子は同じ年、平成７年の３月３日生ま

れで、当クラブとほとんど同じ歩みをしてきております。

もう一つ、私の妻は３月９日生まれで、当クラブと誕生日

が同じです。息子を見ていると、１６歳というのはまだま

だ未熟ですが、それなりに身体が出来てきて、一人前の

ことも言える年齢であると感じます。 

 創立２０周年、人間で言えば成人に向けて歩んで行く、

そういう時期に、会長をさせていただくことになりました。 

３） 本年度は、松尾さんという強力な幹事を得ることが

出来ました。私は松尾さんのことを全面的に信頼してい

ますので、何かあったら松尾さんに言って下さい。何と

かしてくれると思います。また、副会長を安江さんにお願

いしたところ、快くお引き受けいただきました。１１月にカ

ンボジアに行くため、例会が１回欠席になると思います

が、よろしくお願いします。 

 さらに、親睦委員長の柴田達志さんを初め、各委員長、

副委員長を皆さんにお願いしたところ、皆さん快く引き受

けて下さいました。委員長、副委員長の皆さんの活躍に

大いに期待しています。 

 このようにお世話になった会員の皆様にお礼を申し上

げ、またこの１年間ご協力下さるようお願いしまして、本

年度最初の会長の挨拶とさせていただきます。 

 

７月の祝福 
誕生日 結婚記念日 

10 日 柴田さん 

13 日 長谷川さん 

15 日 西垣さん 

18 日 矢野雄三さん 

22 日 丘さん 

26 日 植木さんご夫人 

31 日 柴田さんご夫人 

なし 

 

 

※本年度はご夫人のお誕生祝い（女性会員の場合はご

本人）にお花を送らせて頂きます。会員ご本人には例会

ご出席の折にワインをプレゼント致します。 

 

ニコＢＯＸ 
長谷川会長 一年間、よろしくお願い致します。 

松尾幹事 立石さん、入会おめでとうございます。長谷川

年度、間に合わない幹事ですが精一杯頑張りますので宜

しくお願い致します。 

安江さん 先週は会長幹事慰労会にご利用いただき有難

うございます。 

柴田達志さん 今月は私の誕生月です。お祝いを有難う

ございます！ 

田島さん ちょうど三年前に外部卓話をお願いした「大名

古屋検定」の著者、本部建二さんが先月お亡くなりになり

ました。脳腫瘍でした。私と同い年です。悲しいです。ご

冥福をお祈りします。卓話ありがとうございました。 

●新年度が始まりました。長谷川会長、松尾幹事、どうぞ

宜しくお願い致します。藤田、若原、加藤満男、和田直

美、後藤、吉田、柴田孝一、矢野雄嗣、堀江、池井戸、石

井、水野、松本、成田、西川（敬称略） 

●本日、新入会員の立石博明さんをお迎えします。立石

さん、入会おめでとうございます。会員一同心より歓迎い

たします。   川原、磯部、岩田、亀井（敬称略） 

 



●理事役員就任祝  長谷川会長、松尾幹事、藤田、後

藤、石井、田島、安江、吉田（敬称略） 

●委員長就任祝い  堀江、池井戸、磯部、岩田、松本、

水野、西川、大岩、柴田達志、矢野雄嗣（敬称略） 

●100％出席達成   長谷川会長、松尾幹事、藤田、後

藤、堀江、池井戸、石井、磯部、岩田、加藤久明、川原、

河原、松本、水野、西川、大岩、柴田達志、田島、和田直

美、若原、矢野雄嗣、吉田、（敬称略） 

●100％出席未達成 亀井、加藤満男、中村、柴田孝一、

安江（敬称略） 

●ＲＩＭ欠席    亀井、川原、中村、柴田達志（敬称略） 

本日合計 ２６４，０００円 

 

直前会長幹事章・会長幹事章 贈呈 

 

直前会長 石井里恵子さん、直前幹事 森田正樹さんに

「ダイア入り直前会長幹事章」を、会長 長谷川龍伸さん、

幹事 松尾雄二郎さんに「会長幹事役員章」をそれぞれ

贈呈いたしました。 

 

入会式 

 

本日入会されました立石博明さんに、会員章、ロータリ

ーの綱領等を長谷川会長より贈呈いたしました。 

 

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

◎７月１４日（木） 第７７２回例会  

外部卓話 CBC 野球解説者 小松辰雄 様 

◎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 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

新入会員紹介 

氏名 
立石 博明  

ﾀﾃｲｼ ﾋﾛｱｷ 

紹介者 川原弘久、岩田 宏 

職業分類 廃棄物処理業 

生年月日 1963年７月11日 

 趣味  

事業所 ㈱グローバルクリーン 

代表取締役 

456-0023  

名古屋市熱田区六野1-3-6 

TEL052-884-7331 FAX052-884-7332                

 

第 1 回クラブフォーラム 

「本年度方針」 

会長 長谷川龍伸 

１ 今年という年について 

 平成２３年がどういう年であるかというと、間違いなく、

東日本大震災が起きた年として記録される年だと思いま

す。３月１１日に福島県、宮城県を中心とする東北地方を

襲った大地震、大津波は、東日本全体に甚大な被害を与

え、これによる死者は１万５千人以上、行方不明者は４

か月近く経った現在でも７千人以上に上っています。 

 また、大津波により福島第一原発で原子炉冷却用の電

源が喪失し、これにより建屋で水素爆発が起こったり、さ

らに炉心溶融（メルトダウン）が起こるなど大変な事態と

なりました。その後、被災地に対して、日本中、さらに世

界中から支援の手が差し伸べられ、復興を支援する運

動があらゆる分野で拡がりました。医療の分野では亀井

さんが現地に行って医療活動をされ、そのことが例会で

も報告されました。これらは、皆、善意に基づく活動であ

り、ロータリークラブが提唱してきた「奉仕の精神」に基

づくものです。そういう中で、「奉仕の理想」の本家である

ロータリークラブは一体何をするべきなのか、何ができ

るのか、が問われていると思います。 

２ 年度方針について 

クラブテーマ 「ロータリーの誇りを胸に、前進しよう」 

年度目標と活動方針 

 １ 皆が参加できる奉仕活動に取り組む。 

 ２ 充実した例会を行って出席率１００％を目指す。 

 ３ 会員を増強して会員数５０名超を実現する。 

 既に、親睦活動委員会の柴田達志さん、二俣さん、プ

ログラム委員会の堀田さん、和田直美さん、国際奉仕委

員会の高山さん、藤野さん、新世代委員会の成田さん、

加藤久明さんらのご尽力により、楽しい企画がたくさん

用意されています。 

 ７月には夜間例会に東海高校吹奏楽部のメンバーをお

呼びして、若い世代の方々との交流を行います。 

 ８月には青森の「ねぶた祭り」に参加して、東北地方の

復興支援を行います。 

 １０月には歌舞伎座で歌舞伎の観劇をします。 

 １１月にはカンボジアへ行き、教育、医療援助を継続事

業として行います。 

 １２月の忘年家族会も楽しい企画を準備中です。 



 また、ニコボックス委員会の中嶋さん、和田雅史さんの

ご協力により、ニコボックスの収益の３０％を「東日本大

震災被災地義援金」とする予定です。 

 こういう奉仕活動や、例会の中での楽しい企画を行う

中で、仲間を増やすための会員増強を進めていきたいと

考えています。 

３ 私にとってのロータリークラブ 

 ロータリークラブに入りたての頃、例会に来るとホッと

できる感覚があり、それが好きで続けてきました。 

 弁護士の仕事は何かと神経を使うことが多く、また相

手方と電話でやりあうようなこともありますので、そういう

ハードな生活の中で、会員の皆さんにやさしくしていた

だき、ロータリーの例会のときだけはニコニコしていられ

るということが非常にありがたい気がして、例会出席を

続けてきました。自分がこういう理由で続けてきましたの

で、これから入られる方々のためにも、会員にやさしい

クラブであり続けたいと思っています。 

 このような活動をしたいと考えておりますので、是非、

ご支援、ご協力をいただきますようお願いして、年度方

針の話とさせていただきます。 

 

第 1 回理事役員会議事録 

平成２２年７月７日（木）12：00～ 

名古屋クレストンホテル 例会場 

出席者  長谷川、藤田、安江、石井、後藤、吉田、 

松尾、田島 

議題 

１．予算案承認の件 

２．その他 

 

第 1 回クラブアッセンブリ議事録 

平成２２年７月７日（木）13：40～ 

名古屋クレストンホテル クラウンルーム 

出席者  長谷川、藤田、安江、石井、後藤、吉田、松尾、

田島、水野、池井戸、高山、松本、成田、柴田

達志、矢野雄嗣、大岩、西川、岩田、磯部 

議題 

１．2011-12 年度委員会事業計画 

２．その他 

 

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・継続・変化」 

ロータリーの兄弟･姉妹の皆さん 

  

 私たちは皆、ロータリーを通じ

て世界を変えたいと望んでいま

す。ロータリアンとなる理由は、

まさにこれに尽きるのではない

でしょうか。私たちの世界をもっ

と幸せで、もっと健康的で、そし

て、もっと平和にすることができ、

そして私たちの奉仕活動を通じてより良い世の中をつく

ることができる、と私たちは信じています。 

自分を見つめ直す 

 2011－12 年度には、まず自分自身を見つめ直すこと、

すなわち「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために

（Reach Within to Embrace Humanity）」のテーマを実践し

ていただきたいというのが、ロータリアンの皆さまへの

私からのお願いです。深く自己を省みることによって、ど

こに住んでいようと、私たちが皆、同じ夢、同じ希望、同

じ願望、同じ問題を分かち合っていることを、理解してい

ただきたいのです。他の人々のニーズが自分たちの思

いと同じだということを私たちが理解し、本当にそう思え

るようになれば、私たちの活動がどれほど重要なことか

を理解し始めるのです。今年度は、ロータリーの奉仕に

おいて 3 つの強調事項に力を注いでいきたいと思いま

す。 

全てが「家族」から始まる 

 今年度の第一の強調事項は、「家族」です。家族と家庭

は私たちの活動の核となるものです。私たちの奉仕活動

も全てここから始まります。そして、家族を通して私たち

は地域社会に、さらには会員全員がお互いにいたわり

合う広い意味での家族のように、人類全体と接点を持っ

ているのです。うれしいとき、手を差し伸べてもらいたい

とき、一人ぼっちの人は誰もいません。 

 第二の強調事項は、「継続」です。私たちが得意とする

ことは何かを知り、それを継続しながら次のレベルへと

高めていくことです。私たちは、自らの成功を土台に、今

後もさらに多くの人々に手を差し伸べ、さらに努力を重

ねなければなりません。もちろん、私たちの最大の責務

は、今、成功にあと少しのところまできたポリオ・プラスで

す。 

友情と親善を分かち合い、倫理的に誠実に 

 第三の強調事項は「変化」です。真の変化とは、一人ひ

とりからしか始まることはなく、自らの内面から始めるも

のであるということを、私たちは理解しなければなりませ

ん。平和は、もし自らが与えようとしなければ、他の人と

分かち合うことはできません。私たちの家族、クラブ、地

域社会といった私たちに身近なものを大切にしなければ、

世界中を大切にすることはできません。 

 マハトマ Ｋ. ガンジーは「世界の変化を望むなら、あな

た自身がその変化にならなければならない」と言いまし

た。ロータリーにおいては、私たちは、友情と親睦を分か

ち合い、あらゆる人々の真の価値を見極めるために、倫

理的に、誠実に生きようと努力しています。ロータリアン

は並みのことには満足しません。なぜならロータリーは

非凡な組織だからです。その代わりとして、私たちが自

分自身を高めることによって、世界を高めようと取り組む

のは、このためなのです。 

 「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」。平和、

調和、友情、私たちは変化を、そして、さらに喜びのある

世界を築いていくことでしょう。 

 
写真撮影：西川 博さん 



インターネット速報  

（ROTARY JAPAN WEBより抜粋） 

№427 2010 年 5 月 11 日 

ポリオ撲滅に向けたチャレンジの進ちょく状況 

世界的なポリオ撲滅活動に充てるため、ビル・アンド・メ

リンダ・ゲイツ財団から計3 億5,500 万ドルの補助金を受

ける条件として、ロータリーが2億ドルの資金調達を約束

した「ロータリーの 2 億ドルのチャレンジ」について、4 月

30日現在、約1億2,240万ドルがロータリアンから寄せら

れています。発展途上国では、ポリオ感染によって体の

まひに侵され、将来の希望を見いだすことのできない子

どもたちと、その苦境に直面する家族がいます。ゲイツ

財団の補助金とロータリーの募金による資金は、このよ

うな国々での予防接種の支援に、直接投入されることに

なります。なお、2 億ドルの資金調達は、2012 年 6 月 30

日までに達成することが求められています。 

 

№430 2010 年6 月 1 日 

ロータリアンのための会員増強資料 

世界で一番大きいクラブは、どこのクラブで何人くらいし

ょうか？ 世界の全ロータリアンのうち女性が占める割

合は？ 女性ガバナーは世界で何人？ ロータリークラ

ブの例会が開かれるのは何曜日が多いでしょ 

う？ 国別の会員数、地域別クラブ平均規模など、会員

に関する資料がＲＩのウェブサイトでご覧になられます。 

http://www.rotary.org/ja/Members/GeneralInformation/

MembershipResources/Pages/ridefault.aspx 

あるいは、「会員」の「一般情報」からご覧になれます。 

ちなみに、世界で最も会員数が多いクラブは、アメリカ・

シアトルロータリークラブ。全ロータリアン数に占める女

性の割合は、15.94％（2009 年 6 月時点）、女性ガバナー

は 534 人中 69 人（2009-10 年度）、例会が最も多いのは

火曜日の 28％です。 

 

№433 2010 年6 月 22 日 

パレスチナのクラブが加盟認証を受ける 

5 月 20 日、ジョン・ケニー国際ロータリー（ＲＩ）会長、フィ

ル・シルバースＲＩ理事をはじめ 150 人以上のロータリア

ンが集まる中、パレスチナのラマラロータリークラブ（Ｒ

Ｃ）の加盟認証式が行われました。ラマラのクラブは

1980 年に終結され、30 年ぶりの加盟。5 月 18 日にＲＩ理

事会から加盟認証を受けたラマラＲＣは、中東、北アフリ

カ、ヨーロッパ一部地域を擁する第 2450 地区に属します。

これにより、200 以上の国や地域にまたがるロータリー

の地図に新たな地域が加わったことになります。 

ケニーＲＩ会長は式典で「新しいクラブが加盟するのはい

つでも喜ばしいことです。それはロータリーの奉仕の恩

恵を受ける地域社会が世界でまた一つ増えたことを意味

しています」と述べました。 

ラマラＲＣの 34 人の新会員は、5 月 25 日に初めて正式

な例会を開催。既に、冬服の寄贈といった奉仕プロジェ

クトにも着手しています。また、地区とともに、地元の子

どもたちのための公園をつくる計画も進行中です。 

 

№432 2010 年6 月 15 日 

新地区補助金の第一号が承認される 

ロータリー財団は、7 月1 日に開始予定の未来の夢計画

試験段階の下に実施される新地区補助金の第一号を承

認しました。  

その承認を受けた第 3330 地区（タイ）は、3 万 9,500 ドル

の新地区補助金を地元のさまざまなプロジェクトに使用

する予定です。学校用に本、コンピューター、スポーツ用

品を購入したり、生徒のためにきれいな水を提供したり、

病院用のベッドを提供したりといったプロジェクトもその

一部です。 

未来の夢計画試験段階は、ロータリー財団の未来の夢

計画で提供される新しい補助金モデルを 3年間にわたっ

てテストするもので、財団は 4 月中旬から新地区補助金

の申請書受付を開始し、これまでに 5 件を受理していま

す。 

新地区補助金は、未来の夢計画の下で提供される 2 種

類の補助金の１つで、地区財団活動資金（ＤＤＦ）の 50％

までを地区に一括して支給するものです。地区は 1 年に

1 口の新地区補助金を申請することができ、その資金で

地元のクラブのプロジェクト、外国のクラブとのプロジェ

クト、非試験地区とのプロジェクトなど幅広い活動を行う

ことができます。  

2010-11 年度新地区補助金の申請は 2011 年 5 月 15 日

までとなっており、地区は承認された補助金資金を同ロ

ータリー年度中（2010 年 7 月 1 日～2011 年 6 月 30 日）

に受け取ることができます。地区は、補助金の支払いか

ら 12 カ月以内に財団へ最終報告書を提出しなければな

りません。 

 

名古屋丸の内RC クラブ会報広報委員会 企画 

あなたの 宝物 は何ですか 

 

実名は伏せておきます。読まれた方が「宝物」を思い出

すきっかけになればと思います。 

 

 

 

 

ロータリーの友に掲載されていたので当クラブウィークリ

ーでも「宝物コーナー」を不定期に載せてみようかと思い

ます。また、皆様の原稿や写真もお待ちしております。 

☆ある方のお返事☆ 

 

 一週間考えてみたが、やはり 

‘ カミさん ’だなぁ・・・ 

編集後記 

クラブ会報広報委員長 大岩とよみ 


