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第７９４回 例会Ｎｏ．２４ 平成 ２４年１月１２日（木） 晴 

新年夜間例会＝チャリティオークション＝ 

■ 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２３名出席 

■ 出席率 

■ 修正出席率 

■ ビジター 
（1/12 サイン受付） 

５３.４９％  出席計算人数 ４３名 

１２月２９日   休会 

瀬戸北ＲＣ 稲垣実秋さん以下４名 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶                     長谷川龍伸 

皆さん、こんばんわ。そして、「明けましておめでとうござ

います」と言うには少し遅いですが、本年もよろしくお願

い申し上げます。 

 皆さんお正月はどう過ごされましたでしょうか。私は、

家族と一緒に大晦日から泊まりがけで、伊勢神宮の初

詣に行って参りました。五十鈴橋を渡り、内宮に入ります

と、おめでたい中にも厳粛な独特の雰囲気が漂っており

ました。俳人の山口誓子はその様子を「日本がここに集

まる初詣」と詠んだそうですが、まさにそういう感じでした。

自然な気持ちで、日本の平和と繁栄をお祈りして参りま

した。 

 昨年は震災に明け暮れ、どうしても暗いニュースが目

立ちました。そんな中、新聞を見ていましたら、心がパッ

と明るくなるような言葉が目に入りました。それは、「あさ

になったのでまどをあけますよ」という言葉で、本の題で

した。中身の説明はなかったのですが、よく見ると「３歳

以上」と書いてあり、児童書だと分かりました。早速買っ

てきたところ、幼稚園児が読むような絵本ですので、ほと

んど絵ばかりでしたが、光にあふれた気持のよい絵が

たくさん載っていました。作者は荒井良二という人で、東

日本大震災の後、被災地を旅する中で作った絵本だと

のことでした。「あさになった」という言葉、「まどをあけ

る」という言葉が、明るい希望を力強く表しているように

感じました。 昨年が震災で暗かった分、今年は明るい

年にしたいと思います。本日は、新年初例会ということで、

チャリティオークションです。大いに楽しく盛り上がりたい

と思います。 

 

ニコＢＯＸ 
●新年第一例会です。本年もどうぞ宜しくお願い致しま

す。  長谷川会長、松尾幹事、藤野、藤田、二俣、後藤、

林 昌義、堀江、加藤久明、水野、森田、中嶋、西川、 

和田、若原、渡邉、吉田（敬称略） 

田島さん 新年おめでとうございます。今年は７月から幹

事を拝命しています。ガンバリマス。  

本日合計 ３６，０００円 

 

東日本大震災復興支援チャリティｵｰｸｼｮﾝ 
会員の皆様には多大なご協力を頂き心より感謝申し上げます。 

下記の金額が集まりましたので、年度末にニコＢＯＸからの義

援金と合わせて寄付いたします。 

１月１２日新年夜間例会チャリティオークション 

会員２３名出席 

収益金  ６４，５００円 

 

 

 

 

 

 

 



カルヤン・バネルジー ＲＩ会長メッセージ  

（ROTARY JAPAN WEBより抜粋） 

エネルギーをクラブに注ぐ 

ロータリーの兄弟・姉妹の皆さん 

 ワシントン Ｄ.Ｃ.の郊外にあるアーリントン国立墓地に、公式

にはアメリカ海軍建設工兵隊として知られている Seabees（海の

働き蜂）の記念碑が立っています。碑文には「前向きな精神と

優れた技能で、困難なことも直ちに実行し、不可能なことは少し

時間がかかるだけ」と記されています。 

共に活動する時、不可能は可能になる 

 ロータリーにおいて、私たちは既に私たち自身の標語をもっ

ています。しかし、もしなかったとしたら、私は次の言葉を推薦

したでしょう。「結束した努力の力は、ポール・ハリスがかつて

書いたように、限界を知らない。私たちが共に活動する時、不

可能は可能となる」 このことは数か月前、世界で最も権威のあ

る医学雑誌の一つであり、アメリカで出版されている『New 

England Journal of Medicine』に掲載されていた「The Polio 

Endgame（ポリオの最終段階）」と題する記事を読んだ時に考え

たことです。その記事は撲滅後の危機管理を含むポリオ後の

時代の戦略の概説でした。30 年前なら、このような記事が掲載

されることはまずなかったでしょう。今日、このことは献身、粘り

強さ、ならびに努力の結集の力を証明しています。不可能が本

当に可能になったのです。かつては夢物語だったポリオのない

世界がもうすぐやってくるのです。 

ポリオ撲滅後の世界に備える 

 友人の皆さん、ポリオが撲滅される日はすぐ手の届くところま

で来ています。私たちは強力なロータリー―情熱と確信、大胆

なビジョンと澄みきった大志に満ちたロータリー―とともに、そ

の時に備えなければなりません。今こそ、自らのクラブに誠実

に目を向けることによって、その準備を行う時なのです。私たち

のプロジェクトは有意義で、持続性があり、適切なものでしょう

か？ 私たちの例会は生産的で楽しいものでしょうか？ 私た

ちのクラブは新入会員を歓迎し、クラブのスケジュールや行事

は若い家族にとって都合のよいものでしょうか？ そして、いっ

たん入会したら、私たちはそれらの人々をきちんと迎え、十分

にクラブに巻き込むことができるでしょうか？ 私たちは、彼ら

を直ちにロータリーの家族の一員に取り込むことができるでし

ょうか？ 

ロータリーのことを地域社会に示す時 

 組織全体としてみると、毎年、各地で、十分な数の人々がロー

タリーに入会しているにもかかわらず、非常に多くの人々がロ

ータリーを去っていることは、さまざまな数字が物語っています。

何に失望して彼らは去っていくのでしょうか？ 私たちは、どの

ような期待に応えられないのでしょうか？ 私たちは何かをもっ

とすることができるのでしょうか? 

 今こそ、私たちのエネルギーをそれぞれのクラブと、そして

人々が私たちのクラブのことを知る方法に集中するときです。

今日のロータリーは、人々が思っているものとは異なるロータ

リーであることを、地域社会に示すときなのです。ロータリーは

繋がり合い、より多くのことを成し、より大きくなる方法、つまり、

私たちの理想やビジョンを取り上げ、実現する道なのです。 

 

ハイライトよねやま（１４２号 WEBより抜粋） 

１． 公益財団法人として新たなスタートの年に 

2012 年の年頭に当たり、嬉しいご報告をいたします。この数年

間、全国34地区から選出された理事・評議員の皆さまにご検討

頂いてきた、公益法人移行の申請作業が終了し、1 月 4 日付

で公益財団法人ロータリー米山記念奨学会としての登記が完

了しました。事業内容はこれまでと変わりませんが、法律の改

正を受け、「評議員」の役割が変わって 4 年間の任期となり、ま

た、決算報告などの提出先が従来の文部科学省から内閣府に

変わるなど、ガバナンス上の変更があります。 

ロータリアンの減少もあって寄付は厳しい状況ですが、今後と

も公益財団法人ロータリー米山記念奨学会へのご支援をお願

いいたします。（事務局長 坂下博康） 

２． 寄付金速報＝2012 年も宜しくお願いします＝ 

12 月までの寄付金は前年同期と比べて 2.6％減、約

2,000 万円減少の 7 億 9,200 万円となりました。普通寄

付金が 1.2％減、特別寄付金が3.1％減でしたが、5 人の

方々から各 100 万円のご寄付をいただいたこともあり、

12 月単月だけで比較すると約 760 万円増加しました。

多くの皆様からのご支援に心から感謝申し上げます。 

なお、今月初めに「2011 年度 下期普通寄付金のお願

い」を各ガバナー事務所経由で全クラブ宛にメール等で

お送りしています。普通寄付金は当会事業の安定財源と

なる大切なご寄付です。毎年金額が変動する特別寄付

金だけでは、留学生への奨学金給付という公益事業の

安定的・継続的な財源とはなりません。ぜひ当会の事業

内容をご理解の上、普通寄付金のご送金をよろしくお願

いいたします。 

３． 台湾学友会総会・ロータリークラブ訪問記 

12 月 17 日、社団法人中華民国扶輪米山会（台湾米山学友会）

の年次総会が台北市内で開かれました。100 人を超える学友

のほか、日本からは第 2600・2750・2660 地区のロータリアン約

20 人が参加。例年行われる外部講師の講演、理事会報告、新

入会員の紹介に加え、台湾学友会が支援する日本人奨学生が

スピーチをしました。また、今回の出張では、台湾の米山学友

が中心となっている 3 つのクラブを訪問しました。日本語を公

用語とし 17 年の歴史を持つ台北東海ＲＣ、米山学友がチャー

ター幹事を務め、台湾で 3 番目の日本語クラブとして昨年設立

されたばかりの台北南山ＲＣ、台中の米山学友が中心となって

設立した台中文心ＲＣ（例会は中国語）。どのクラブもそれぞれ

の特徴を大事にしながら発展しています。台湾では新世代クラ

ブの増加が著しく、台中文心ＲＣが最近設立した子クラブの平

均年齢は 32 歳、また、台北南山ＲＣが属する第 3520 地区で

は、ここ数年間で 4 つの新世代クラブが誕生したそうです。台

湾のロータリー会員数は昨年 12 月末時点で約 21,500 人です

が、5 年半前に比べて約 4,500 人、約 26％も増加しています。

台湾学友会による奨学事業や新世代クラブの増加を見て、日

本の米山記念奨学事業が撒き、育てた奉仕の理想が、台湾で

花開いていることを実感しました。（事務局長 坂下博康） 

 

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

◎１月１９日（木） 第７９５回例会クラブフォーラム 

◎１月３０日（月） 第７９６回例会 例会変更 

  「名古屋栄ＲＣ合同夜間例会」  

18：00～ 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 


