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第７９７回 例会Ｎｏ．２７ 平成 ２４年２月２日（木） 雪 

■ 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 

■ ゲスト 

■ ビジター 
 

５３.４９％  出席計算人数 ４３名 

１月１９日  修正出席率 ９５.３５％ 

米山奨学生 ｱｯﾀﾅﾔｶ･ﾌﾟﾘﾔﾝﾃｨｶさん 

大阪うつぼＲＣ 村上正仁さん 

 

会長挨拶                          長谷川龍伸 

 皆さん、こんにちわ。前回は栄ロータリークラブさんとの合同

例会でした。栄クラブとお引き合わせいただきました西川さん、

ありがとうございました。 

 先々週の例会で、ロータリークラブの歴史について少しお話

しさせていただきました。その中で、自己の利益を得たいという

欲求と、他人を助けなければならないという義務感との争いを

和解させようとするのがロータリーの「奉仕の精神」であるとい

う考え方を紹介しました。 特に会長になってから、こういう考え

方や思想が気になるようになりましたが、最近読んだ本の中に

もそういう表現がありました。その箇所を引用します。 

 「われわれは広く定義された福利あるいは自己利益を超えて、

それ以外の価値、例えば社会正義、ナショナリズム、地域福祉

などを追求するうえで、進んで犠牲を払ってもよいと思うかもし

れない。献身を含むこの種の離脱は、個人的な福利や自己利

益以外の価値を呼び覚ます。」というものです。 

 さらに、「共感」と「献身」の区別についてこうも言っています。

「もしある人の貧困が自分を悲しくするからその貧困者を助け

るのであれば、それは同情（共感）に基づく行動であろう。しか

し、もし貧困者の存在があなたを特別に悲しませることはない

が、あなたが不正だと考える制度を変えたいと決意させるのな

らば、それは献身に基づく行動になるだろう。」 

 この本は、前にも一度ご紹介したアマルティア・センというイン

ドの経済学者の書いたもので、「自由と経済開発」という本の一

節です。センは、「国富論」で有名なアダム・スミスの経済思想

を紹介しながら、人間の行動は自己利益のみによるものでは

なく、責任、信頼、社会規範の遵守という倫理的な価値観が重

要な役割を果たしていると述べ、さらに「共感」や「献身」が重要

な行動の動機になっていることを強調しています。 

 我々ロータリークラブの奉仕の精神は「共感」に基づくもので

しょうか。それとも「献身」に基づくものでしょうか。そして、今議

論されている当クラブのカンボジア支援活動はどうでしょうか。 

 いずれにしましても、どの活動も自己利益の追求ではないこ

とは明らかで、センの言う「個人的な福利や自己利益以外の価

値を呼び覚ます」ものであると思います。 

 ロータリークラブに入っていると、いろいろなことを考えさせて

くれます。 

２月の祝福 

誕生日 結婚記念日 

１日 松尾さんご夫人 ７日 中村さん 

９日 北原さん １１日 大塚さん 

１０日 池井戸さんご夫人 １４日 加藤久明さん 

１５日 水野さんご夫人 

１６日 森田さん 

 

１７日 藤田さん 

１８日 堀江さんご夫人 
 

２６日 若原さん  

２７日 堀田さんご夫人  

 

ニコＢＯＸ 
●本日は新入会員卓話です。北原正啓さん、どうぞ宜しく

お願いします。  長谷川会長、松尾幹事、石井、河原、

矢野、水野、柴田孝一、森田、渡邉、吉田、立石 

（敬称略） 

大岩さん １月誕生日のお祝いを有難うございます。 

大塚さん 北原さん、ようこそ丸の内ロータリークラブへ

ご入会下さいました。ふつつかものですが、宜しくお願い

します。 

金子さん 北原さん、いつもお世話になっています。卓

話、頑張って下さい。 

岩田さん インフルエンザが流行っています。気をつけて

ください。 

安江さん 孫があいちの中学に入試に合格しました。 

北原さん 節分の時期になりました。厄を祓って平和な一

年になりますように。 

●今月は私の誕生月です。お祝いを有難うございます。 

藤田、若原（敬称略） 

本日合計 ４３，０００円 

 

米山奨学金 

米山奨学生 アッタ

ナヤカ・プリヤンティ

カさんに２月分の奨

学金を、長谷川龍伸

会長よりお渡しいた

だきました。 



新入会員卓話 

「自己紹介」       北原正啓 

 

 

 

 

 

 

 

第７９６回 例会Ｎｏ．２６ 平成 ２４年１月３０日（月） 晴 

名古屋栄ＲＣ合同夜間例会  １８時～ 

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸ゙  「奉仕の理想」 

■ 出席報告 会員４６名中２１名出席 

■ 出席率 

■ 修正出席率 

■ ビジター 
（1/26 サイン受付） 

４８.８４％  出席計算人数 ４３名 

１月１２日  修正出席率 ９５.３５％ 

四日市ＲＣ 山崎長徳さん以下４０名 

 

会長挨拶           名古屋栄ＲＣ会長 原野勝至 

 皆さんこんばんは。このクレスト

ンホテルをともに例会場とする

2RC で一度一緒に例会をしましょ

うという話が持ち上がりまして、本

日に至りました。丸の内RCの皆さ

んには、栄 RC の月曜夜の時間帯

に合わせていただきましたことを

感謝申し上げます。今日は立食形式ですので、どうぞ最後まで

夜間例会の雰囲気をお楽しみ下さい。 日本は最近非常に高

齢化が進んできたということで、去年の敬老の日の統計により

ますと、100 歳を迎えた高齢者が 47,756 人だそうです。厚労省

が統計を取り始めた1963年にはわずか153人だったそうで、こ

の 49 年の間に実に 300倍になっています。それで、ロータリア

ンにも 100 歳を迎えられる人がおられるのではと思い調べまし

たら、ロータリーの友 12 月号に 100 歳の方が載っておりました。

一昨年8月号に載っていた宮崎南RC の 100歳の方は、なんと

94歳で入会されたそうです。そして、私が大変嬉しく思ったのは、

皆さんもご存知の聖路加国際病院理事長・名誉院長の日野原

重明先生が東京銀座新RCの会員であられまして、去年100歳

を迎えておられます。テーブルにお配りしたのは 4 年程前のロ

ータリーの友の記事で、同じ RC 会員の市川團十郎さんと対談

されております。 

 私は後 30年この栄 RC におりますと言って皆に笑われており

ますが、今月68歳になったばかりで、30年後は98歳ということ

になります。私の母は 1 年ちょっと前に 99 歳の白寿を迎え間も

なく亡くなりましたが、DNA からするとまんざら 100 歳の可能性

も無くは無いと思っております。取り留めの無い事をお話しまし

たが、それでは丸の内 RC の長谷川会長にバトンタッチ致しま

す。 

会長挨拶           名古屋丸の内ＲＣ会長 長谷川龍伸 

 皆さん、こんばんわ。名古屋丸の内ロータリークラブ会長の長

谷川龍伸でございます。 

 本日は、名古屋栄ロータリークラブさんと合同例会を開催させ

ていただくことになりました。この企画は、栄ロータリーの原野

会長と丸の内ロータリーの西川さんがＧＳＥ委員時代からの長

いお友達であることをきっかけに

実現しました。原野会長と西川さ

んに、改めてお礼申し上げます。 

 私からは、丸の内ロータリークラ

ブの自己紹介をさせていただきた

いと思います。当クラブは、平成７

年３月９日、名古屋みなとロータリ

ークラブをスポンサークラブとして創立しました。まもなく創立１

７周年を迎える、比較的若いクラブです。会員数は、現在４６名、

うち女性が４名でございます。 

 クラブ名ははじめ「名古屋西南ロータリークラブ」といい、区域

限界は「中川区、港区」でしたが、平成２０年、クラブ名を「名古

屋丸の内ロータリークラブ」に改名し、区域限界も「名古屋市内」

と改めました。改名の理由は、「西南」では名古屋の端っこのク

ラブという印象なので、名古屋の中心をイメージした名称に変

え、活動もそれにふさわしいものにしていこう、そういう意気込

みによるものでした。 当クラブの特色ある活動としましては、

国際奉仕活動の一環として、カンボジアのコンポット州の村に

対する医療支援、教育支援活動を行っています。これは、平成

１６年に開始し、現在まで７年間にわたり、職員室・診療所建設、

資金援助、現地訪問等を行ってきています。私も、昨年１１月９

日から４日間、現地を訪問して参りました。 その他にもご紹介

したいところは多々ありますが、お時間の都合もありますので、

これくらいにさせていただきます。栄ロータリークラブさんとは、

例会場が同じでありながら、なかなかお会いすることが出来ず、

「近くて遠い関係」でしたが、これをきっかけに親しくさせていた

だければ、と思っております。 

 本日は、何かとお世話になりますが、よろしくお願い致します。 

ありがとうございました。 

 

１月３０日ニコＢＯＸ 
●本日は初めての合同例会です。名古屋栄ロータリーク

ラブの皆様、どうぞ宜しくお願い致します。 長谷川会長、

松尾幹事、岩田、西川、若原、森田、中村、和田、林 昌

義、水野、藤田、川原、河原、藤野、成田、堀江、植木、矢

野、金子、中嶋（敬称略） 

本日合計 ４０，０００円 

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

◎２月９日（木） 第７９８回例会 

  外部卓話  プロゴルファー 和田美奈子 様 

◎２月１６日（木） 第７９９回例会 例会変更 

   社会奉仕「メイクアウィッシュ支援金贈呈」18：30～ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 


