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ロータリーは世界をつなぐ

第 2552 回例会 №2
2019 年(令和元年)７月 12 日(金) 晴
「奉仕の理想」
＄100 例会（カレーライス）

出席報告
会員 69 名中 出席 49 名 出席率 71.01％
前々回修正出席率 100％
〇ゲスト グローバル補助金奨学生 林ももこさん

会長挨拶
新しい会員の方も見えます
ので序盤の会長挨拶はロータ
リーに関することをお話しし
たいと思います。
ロータリーとは？
まずはロータリーの歴史を振
り返ってみます。
20 世紀初頭のシカゴは著しい社会経済の発展の陰
で、商業道徳の欠如が横行しており、シカゴに事務所を
構えていた弁護士のポール・ハリスはこの風潮に耐えか
ロータリーとは？
ね、友人 3 人とお互い信頼の出来る公正な取引をし、仕
事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するよ
まずはロータリーの歴史
うな仲間を増やしたい、という趣旨でロータリークラブ
という会合を考え 1905 年 2 月 23 日にシカゴロータリ
を振り返ってみます。
ークラブが誕生しました。
ロータリーとは会合を各自の事務所を持ち回りで順
番に開くことから名付けられたものです。
以来今日まで世界 200 以上の国と地域に広がり、ク
ラブ数は 35,700 以上、会員数は 121 万人に達してい
ます。
我が国最初のロータリークラブは 1920 年（大正 9
年）10 月 20 日に米山梅吉氏の尽力により創立された
東京ロータリークラブで、翌年 1921 年 4 月 1 日に世
界で 855 番目のクラブとして、国際ロータリー（RI）
に加盟が承認されています。

会 長 芹 澤 謙 一

幹 事 長 瀬 廣 幸

広報･雑誌・会報委員長 加 藤 茂 春

R.I．会長 マーク・ダニエル・マローニー

現在、日本全体でのクラブ数は 2,300 クラブ、
会員数は 89,000 人となっています。
ちなみに愛知県第 2760 地区は 85 クラブ約
4,800 人の会員がいます。
ロータリアンとは？
1923 年国際ロータリー会長ガイ・ガンディガ
ー氏は、1919 年の著書「ロータリー通解」の中で
「ロータリークラブの会員を真のロータリアンに
改善すること」という 1 章を設けています。
その冒頭において「ロータリーは上辺だけの人
間を作るものではなく、人間の体質改善を行うも
のである。ロータリーの内部で体験を積むにつれ
て人はロータリアンになる」と書いています。
ロータリーに入会しただけでは、それはロータ
リークラブの会員ではあっても未だロータリアン
とは言えないというのです。
これはとりもなおさず単なるロータリークラブ
の会員とロータリアンと呼ぶべき会員とを峻別し
ていることを意味しています。
さらに彼は「ロータリアンたちは物思う人でな
ければならない。ロータリアンと呼べる人達は深
い思索に立って多面的なロータリーを追及し、ロ
ータリアン以外の人たちには見えない事柄を見透
さなければならない」とも述べています。

会長・幹事バッジの引継ぎ
前会長・幹事にバッジの贈呈
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野崎
修君
6 月 4 日（火）藤岡カントリークラブ

ゴルフ会優勝

ご挨拶
グローバル補助金奨学生

林ももこさん

ニコ BOX
新年度第 1 例会で役員・理事・委員就退任、年間
100％出席達成・未達成、家庭集会・RAC 例会欠席
などご協力ありがとうございました。
(涼しい日が続きましたが、今日からまた暑くなりま
す。会員の皆さん、体調管理に充分お気をつけ下さい）
芹澤会長
(本日は第 1 回クラブフォーラムです。委員長の皆様
方針発表をどうぞよろしくお願いいたします）
長瀬幹事
(芹澤丸、爽やかな船出、おめでとうございます )
梅田君
(例会ご無沙汰しました)
山川君
(業務により早退します)
水谷君
(愛車同好会の夏の宴会をやります。宴会入会でも
OK なので、多数の申し込みをお待ちしています)
栢森君
(先月のゴルフ会で優勝してしまいました。ありがと
うございました)
野崎君
(真直ぐ歩く事が出来る様になりました。中村先輩、
中井君お世話になりました)
市野君
(沼野君、先月はありがとうございました) 河野君
(杉江君、先日はありがとうございました) 松本君
本日合計
累
計
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68,000 円
518,000 円

長瀬 廣幸君
１．My Rotary について、会長方針にもござい
ましたが、事務局で事前に登録を行い、パスワー
ドを皆様にお知らせする形でまず進めます の
で、後刻ご自身にてパスワードをご変更いただ
きますようご理解をお願いいたします。
２．本日の昼食はカレーライスとなっておりま
すが、この「１００万＄カレー」例会に関しまし
て、よくご存知でない会員の方もいらっしゃい
ますので、その主旨について私からご説明いた
します。今年度は本日を含めて年６回、例会の食
事をカレーライスにして食事の予算を削減し，
その差額をクラブからロータリー財団への寄付
にあてるというものです。この歴史、１９６１年
に全世界でロータリアンが５０万人になり、１
人が食事を２ドル節約すれば１００万ドルの基
金が生まれるということでアメリカのチェスタ
ー・クランフ・ガバナーが世界に呼びかけたのが
始まりで、日本では東京オリンピックのあった
１９６４年１２月に、神戸ＲＣがこのような例
会をもったのが最初だといわれています。日本
人は概ねカレー好きのため、カレーライスを食
べているクラブが多いとのことです。

幹事報告

第１回クラブフォーラム・新年度方針発表
➀

クラブ管理運営委員会
委員長

室原

國彦君

今年度、クラブ管理運
営委員会 委員長を務
めさせていただきます。
ロータリー歴９年目
の室原です。クラブ奉仕
の目的は、「クラブの繁
栄を導き出
繁栄を導き出す為に、クラブ内で会員が取るべ
き行動である。
」と規定されています。すなわち、
今年度 RI 会長マーク・ダニエル・マローニーの
テーマであるロータリーの礎は「つながり」と言
っているように、またロータリー創設者の一人
であるポール・ハリスもロータリー創設した最
大の理由、それは見知らぬ街でほかの人たちと
「つながる」こと言っています。当クラブ内で
「つながり」をより強くするためには、クラブ会
合に出席すること、クラブの親睦に加わること
クラブのプログラムに参加すること、委員・理事
になること、会費を払うこと、クラブ外の活動に
おいてクラブを代表すること等をクラブ員全員
が協力し合って、芹澤会長方針である「温故知
新」を取り入れてすばらしいクラブ環境を構築

し、会員増強・退会防止を図っていく事と考えます。
クラブ管理運営委員会は 9 つの委員会から成り立
っています。各委員会の委員長に定期的な委員会開
催をお願いし各委員の意識を高め委員会の活性化に
務めて頂きたいと思います。
今年度のクラブ管理運営での芹澤会長の方向性で
重点と感じたことは、
➀加藤親睦活動委員長率いる親睦活動委員会はク
ラブ員同士の親睦、
「つながり」を深めるクラブ運営
活性化にとってなくてはならない大きな役割を果た
します、会員皆様の絶大なる支援をおねがいします。
②親睦活動委員会は毎週の例会運営を高村 SAA
と協力して楽しく、品格ある運営を行うこと。
③よりロータリーを理解するために、入会３年未
満の会員の方の出席義務がある地区大会・IM・WFF
等のイベントへの出席促進。以上です。是非、会員
皆様のご協力をよろしくお願いします。

② 職業奉仕委員会

委員長

才本

清継君

職業奉仕委員会の今年度
の実施計画を紹介させてい
ただきます。
一つは来年 1 月の職業奉
仕月間に卓話をさせていた
だきます。その講師として現
在考えていますのは前ガバ
ナ
ナーの村井總一郎氏です。
氏が 2013-2014 年度の地区の職業奉仕委員長時
代に書かれた全 36 ページの小冊子『超入門 職業
奉仕の入り口』は、ロータリーの職業奉仕の考え方
をわかりやすく解説してくれています。
この本の前書きで、
「職業奉仕が理解できると、も
っと素敵なロータリーライフが過ごせると思いま
す」
「ここではできる限りわかりやすく、理屈っぽく
ない話で進めていきたいと思います」そしてロータ
リアンが職業に対してどう向きあうかを語っておら
れます。
この本は職業奉仕の理念をベースに書かれた経営
指南書のような面もありまして皆様に対して有益な
卓話になるのではないかと期待しております。
もう一つは職場見学です。今回は渡辺健壱君の会
社を訪問する予定です。ワタナベフーマック株式会
社という名称で肉やハムのスライサーをつくってお
られます。HP によりますと、昭和 13 年、先代のお
父様が渡辺鉄工所として当地で創業された後、昭和
20 年に食肉水産加工機械製造に転換しました。その
後、東京など日本全国に業務を拡大し、今では中国

にも工場を持ち製造と販売を行い、大きく発展を
遂げております。
そこにいたるまでいろいろなご苦労があった
と思いますが、そのようなお話と、できればロー
タリーの職業奉仕の精神をどう生かされ成長を
遂げられたのかをお聞きできれば幸いかと思い
ます。
そしてそのあとはトラグルメ同好会の協力を
いただきグルメをいただきながら楽しく親睦を
したいと考えております。
以上、宜しくお願い致します。

③ 国際奉仕委員会

委員長

岡田

雅君

今年度方針としまして、
まず今年１０月１２、１３
日の土日に開催される、第
７回ワールドフードフェ
スタ＆ふれ愛フェスタへ
の参加協力です。回を重ね
るごとに知名度も上がっ
てきてますので、今年も例会変更し、今まで以上
に協力したいと思います。
第二に、重点目標に掲げております、2020 年
６月６日から開催されます国際大会への参加で
す。会長より、たくさんの方に参加していただき、
国際大会を盛り上げたいとの意向がありますの
で、皆様の参加をお願いしたいと思います。
第三には来年２月の平和と紛争予防、解決月間
に卓話を予定しておりますが、講師は未定です。

④ 青少年奉仕・ローターアクト委員会
委員長 沼野

明君

名古屋中央ローターア
クトクラブ(RAC)の協力
RC( 名 古 屋 西 ) 、 提 唱 ３
RC(名古屋名駅、名古屋丸
の内、名古屋みなと)との
協力関係を深め、RAC の
活動を応援、支援する。
名古屋中央 RAC の自主性を尊重し、将来リー
ダーとなるべく青年の健全育成のため、指導及び
助言する。RAC 例会へ会員の出席を促す。
RAC 会員と対話し、会員増強の可能性を探り、
当クラブ会員にも協力を仰ぐ。
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10 月 12,13 日の WFF に RAC が参加し、交流を
図り、会員増強繋げるよう支援する。

⑤ S.A.A.

髙村

芳行君

1.活動方針
今年度、芹澤会長の方針で
ある「温故知新」に基づき、
歴史と伝統ある当クラブの
品格ある例会運営及び会場
監督に努める。

2.実施計画
例会が楽しく、秩序正しく運営されるよう常に気
を配り、気品と風格が守られるよう、親睦委員会加
藤委員長と親睦メンバーの皆さんと共に設営・監督
を行ってまいります。
具体的には、親睦委員会より毎例会ごとに５名の
方に赤いたすきをしていただき、SAA として以下の
事をしていただきます。
(1)例会の司会原稿の作成、事前チェック、司会進行
(2)例会場からの退場許可、例会場入口でのチェッ
ク
(3)早退、遅刻の承認
(4)私語に対する警告
(5)卓話の時間励行
(6)例会場の秩序を乱す行為に対する警告
(7)例会場の設営、テーブルの設置、座席指定、例会
場のチェック
(8)ビジター・ゲストの所定席への案内
(9)受付への Excuse BOX の設置
これは、(3)にも関係しているのですが、遅刻、早
退した方にマナーやエチケットとして、ゴメンナサ
イという気持ちで 1,000 円程度入れていただく
BOX を設置させていただくものです。
これはあくまでも罰金という考え方ではなく、ニ
コ BOX が喜ばしい事、楽しい事があった時に入れ
ていただく BOX なら、ゴメンナサイ、失礼しまし
た、という時に入れていただく BOX と考えていた
だければと思います。
芹澤会長の元、誠心誠意頑張って参る所存でご
ざいます。
そして、親睦活動委員会の皆様、よろしくお願い
いたします。
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名古屋中央 RAC 例会報告
日時：2019 年 7 月 3 日(水)19：30～20：30
場所：今池ガスビル サファイアルーム
出席者：20 名
内訳 自クラブアクター:9 名 他クラブアク
ター:2 名 ロータリアン:6 名 ビジター:3 名
例年、新年度の第１回目は、
『今期の目標』と
いうテーマで例会を行っております。
この例会は、会長・幹事・会計の所信表明やク
ラブ員の自己紹介・今期の目標を発表すること
がメインです。今回は、自クラブアクター９名
が全員参加であったため、ロータリアン・ビジ
ターの方々にメンバーやクラブの雰囲気を知
っていただけた例会であったと思います。ま
た、お互いの活動目標等を知ることができ、ク
ラブ員同士の繋がりも深まった例会でした。

月

今後の例会予定

日
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港友例会
卓話「自己紹介」
松本
小川

9
8

9

久君
晶露君

16

休

会

23

休

会

30

会計報告
仙台復興支援事業報告
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卓話「ハラスメント防止研修」
21 世紀職業財団客員講師
岩月 律子さん

13

敬老例会

20

休

27

伊藤ガバナー補佐訪問

会

