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〜ロータリー財団月間〜
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それでこそロータリー
会員 75 名（出席率算入人数 64 名）
出席 45 名 出席率 70.31％
前々回補填率 96.92％（11 月 6 日分）

会長あいさつ

会長
皆さん、こんばんは。今日は後ほ
ど私のほうから地区大会の報告を
いたしますので、その時点でいろい
ろ取り混ぜてお話ししたいと思い
ます。会長あいさつはパスというこ
とでよろしくお願いいたします。

大隅

紀郎さん

幹 事 報 告

幹事
杉山 隆秀さん
1. 地区大会の登録料が未納のかたは至急事務局のほうへ
お払いくださるようお願いいします。
2. 休会届けが出ております。
生野房江さん 11 月 13 日〜 11 月末日 短期入院
3. 本日 4RC 合同例会の案内を出席袋に入れさせていた
だきました。皆様、ご確認をよろしくお願いします。

ニコボックス
＊地区大会、御苦労様でした。
加藤 英敏さん
山崎
淳さん
犬飼りさ枝さん
佐々木元彦さん
野々村憲吾さん
武藤 正行さん
菊岡深智子さん
浅井
浩さん
中村
勝さん
堀田 光江さん
鈴木 清詞さん
柴田 照子さん
三浦 和人さん
＊地区大会、忘れて欠席してしまいました。申し訳あり
ません。
久米 伸治さん
黒田 康正さん
＊白藤さん、名南 RC 会での優勝、おめでとうございま
す。
山本 誠一さん
入谷 直行さん
細井 俊男さん
杉本
勇さん
水谷
誠さん
鈴井 一博さん
＊名南 RC ゴルフコンペ、幸運にも優勝できました。ご
一緒していただいた、細井さん、水谷さん、感謝です。
又のご指導をお願いします。
白藤 憲雄さん
＊ 11 月理事会の議事録をみました。職場例会の飲食費
が予算オーバーとのことです。榊原委員長にお酒を強
要した責任を感じて多額にニコボックスします。
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伊藤 圭一さん
＊女性会、お世話になりました。
朝比美和子さん
＊ハワイへのクルージングの旅から無事帰国。
森田敏二三さん
＊松岡さん、昨日はごちそう様でした。桶狭間の話、面
白かったです。又、よろしくお願い致します。
鈴木 厚司さん
＊寒くなりました。お体ご自愛下さい。
平沼 里子さん
猪村 美之さん
＊お久しぶりです。
新原
尚さん
田中 一雄さん
本日合計 64,000 円
累計 942,000 円

委員会報告
●親睦活動・家族委員会
委員 山崎
淳さん
忘年家族会の出席の申し込みですが、締め切りは 11
月 23 日となっております。変更等もそれまでによろし
く願いします。
●ロータリー財団委員会
委員長 三島多恵子さん
ロータリーレートが、1 ドル 116 円から、112 円に
なりました。先回、100 ドルを寄付していただきまし
たかたに、差額分をお返しします。
●国際奉仕委員会
委員長 杉本
勇さん
ニコボックスから支出した、ろ過器の贈呈式が 25 日
にございます。今日、その横断幕ができあがりましたの
で、見ていただきたいと思います。
もう一つ、2760 地区世界社会奉仕委員会委員長篭橋
さんから、第 3360 地区ラオス人民共和国ルアンプラ
ンバン・ナタック村への贈り物のご依頼です。
「現地では、学用品が乏しく、学習することもままなり
ません。鉛筆、ノート、ボールペン、消しゴム、紙（メ
モ用紙、便せん等）
、ご寄付いただきたくお願い申し上
げます。また、現地の子どもたちは 1 年中同じ服を着
ておりますので、子供服の提供を併せてお願い申し上げ
ます。
」
送り先：愛知長久手ロータリークラブ
〒 480-1101
愛知郡長久手町大字熊張字真行田 34 加藤整形外科内
電話：0561-64-5446
※送付する際、RC 名を明記下さい。

第797回例会（12月4日）のご案内

年次クラブ総会
会長 大隅 紀郎さん

クラブフォーラム
●地区大会報告
11 月 17 日

会長

大隅

紀郎さん

犬山グランドホテル

１部 地区指導者育成セミナー
江崎ガバナー、豊島研修リーダーのセミナー開催に当
たっての挨拶に始り、3 名の講師によるセミナーが開催
されました。
◎ CLP の魅力（名古屋大須 RC 岡部 快圓さん）
CLP を導入する事で、一つの実務を担当するのでは
無く、グループで担当するので複数の知識が身に付く。
グループ討議の場を作り、昔の合同委員会の様な親睦の
場を作る事が出来て、委員会活動が活性化したと報告さ
れました。
◎四つのテスト（あま RC 田中 清隆さん）
四つのテストは職業奉仕の一環で、商取引を行う際の
ロータリアンの姿勢を示したものであり、近江商人の商
売訓「売り手よし、買い手よし、世間よし」に通ずるも
のであります。昨今の食品関係の賞味期限の偽装問題も
あり、もう一度、四つのテストの真意を確認する意味で
講演されました。中華民国の訳文はかなり英文の真理を
捉えています。
1.Is it the TRUTH?
Is は現在形で真実に偽りが無いかどうか？偽物が混
入していないか？の確認を指している。
2.Is it FAIR to all concerned?
Concerned は関係者、すなわち取引先を意味し、全
ての取引先に対して公明正大であるか？を確認してい
る。
3.Will it build GOODWILL and BETTER
FRIENDSHIPS?
Will は未来形で、この取引によって信用及び好感度
が増してより良い友情を築く事が出来るか？と聞いてい
る。
4.Will it be BENEFICIAL to all concerned?
この取引によって、あなたは取引先に利益を与える事
が出来ると思いますか？と聞いている。
日本語の訳は少し抽象的になっていますが、適当な訳
が無く、現在もこの訳が使われています。
◎「奉仕」について（東知多 RC 花井 文雄さん）
奉仕とは Operation の翻訳語であります。
目的に対して行動する事を意味する言葉で、医学では
手術、軍隊では作戦する事、商売では販売する事などい
ろいろに解釈されますが、常に行動する事です。
第 2 部 本大会
江南 RC の会員が経営されている「師勝はなの樹幼稚
園」の園児によるハンドベルの演奏に始まり、RI 会長
代理の紹介、各委員会からの報告、その後にロータリー
ミーティングがありました。
◎ポリオ撲滅の実践（弘前 RC 関場さん）
アフガニスタン、ナイジェリアなどの紛争国で、ポリ
オの撲滅宣言が出ていない状態にあります。ここへロー
タリアンが接種にいくというのは命がけですが、ぜひや
らなければならないので、
皆さんも協力してもらいたい。
ポリオ・プラスで撲滅作戦をしても、完了することはな
いが、努力をするということは必要である、ということ
をお話しされました。

◎水保全の実践（四国 今治 RC 飯さん）
バングラディシュのあるあたりは、インド大陸がユー
ラシア大陸に衝突した衝撃で、ヒ素鉱脈が地表に噴出し
てしまいました。そのため、ヒ素を含んだ水を飲んでお
り、慢性的にヒ素中毒が出ています。その問題を解決す
るため、井戸を掘る運動を始めました。その運動は四国
から全国へ広げられて、ヒ素の濃度も軽微になって、安
心して飲める水を提供できるようになりました。
◎救急救命の実践（東南 RC 伊藤 秀雄さん）
アメリカの RI 国際大会に参加したときに、宿泊先の
ホテルで具合が悪くなり、救急車を呼んで病院に搬送さ
れました。その救急車の中に AED があり、そのおかげ
で一命を取り留めることができました。その経験から、
あちこちにその AED を寄贈して、それを置く運動をし
ています。当初は東南ロータリー管轄ということで南区
のほうから始めたのですが、地下鉄の駅など名古屋市全
般に広がって、それからその運動が全国的に認められ
て、今は全国に AED の設置を進めるために活動してい
る、というお話がありました。そのときに、熱田神宮に
4RC で各 1 台の AED を寄贈したというお話をされま
して、我々名南ロータリークラブの名前も出していただ
きました。
それから、世界平和フェローの奨学生、というのは現
在 RI の認定で世界に 6 校、世界平和フェロー専門の提
携学校ということで、国際基督教大学が日本では唯一設
置されている大学ですけれども、そこで世界の平和につ
いて講義をするということで、その第一号であった杉山
さんという女性のかたが講演されました。現在は日本財
団に在籍して、RI の日本支部の事務のお手伝いもされ
ているようです。
また、WCS 関連で、中 RC の篭橋さんが、WCS 活
動をもっと活用してもらいたいということでお話があり
ました。
11 月 18 日

パークアリーナ小牧

午前中は来賓紹介、記念事業目録贈呈、会長賞表彰等
が行われ、昼食後、次年度ガバナー・エレクト、ノミニー
の紹介がなされ、地区表彰されました。名南 RC もいく
つかの部門で表彰されましたが、2 位まで行っても、残
念ながら、１位にはなれませんでした。
地区大会

表彰

＊ロータリー財団年次寄付優秀クラブ（総額）
＊米山寄付優秀クラブ（一人当たり）
＊米山寄付優秀クラブ（総額）
＊ロータリー財団年次寄付優秀クラブ（一人当たり）
＊米山寄付 3 千万円達成クラブ

午後から元 NHK の海外特派員の手嶋龍一氏が「世界
のリーダー達の武器なき戦い」という表題で講演を行い
ました。正直言って、世界の荒波に生きている我々経済
人よりも官僚主義の上に胡坐をかいている政治家に聞か
せたい内容でした。特筆すれば、北朝鮮の核施設にこだ
わるアメリカの姿と核弾頭の行方を心配する日本、中国
との立場の違い、ミサイルの飛距離とテロの核武装の問
題の違いでしょうか。
以上で今日の報告とさせていただきます。どうもありが
とうございました。

