
例会日=毎週火曜日　PM12：30　例会場=長久手市まちづくりセンター
会長　安田茂樹　幹事　小谷恒夫　　会報　吉田濵一 事務局 　　TEL:0561-64-5446
　Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp 　　FAX:0561-64-5459

＜本日のプログラム＞Ｔｏｄａｙ’ｓＰｒｏｇｒａｍ 演題　： 高齢化の意味するもの
点鐘 　　　 講師　： JA愛知健診センター
＜ロータリーソング＞ 「日も風も星も」 　　　所長　山田晴生様

＜ロータリーソング＞ 「それでこそロータリー」 総合司会 加藤　猛会場設営委員長
「四つのテスト」

お弁当

＜出席報告＞ お吸い物

会員総数　 　２２名　　　　（免除会員1名） 　　　
出席者　　　　14名 出席率 66.67% 前々回補正出席率　９５．２４%

＜来訪者＞
　　　地区交流例会相手クラブ 　三河安城ロータリークラブ 会　長 岡崎重太郎様

幹　事 杉山 　敏幸様
会　計 小野　　　郁様

次年度会場委員長 杉浦真理子様

＜会長挨拶＞ 愛知長久手ロータリークラブ 安田茂樹会長

世界中の違う所で同時期に同じような事件が起き、その世界での出来事が今やインターネット、Youtubeで
同時に配信、報道されます。今後求人などもグローバル化され、採用時には自分たちの事は自分たちで考
えガードしていかないといけないと思いました。

皆さんこんにちは。本日は地区交流の活性化を図るガバナー方針により交
流相手クラブの三河安城ロータリークラブの会長岡崎重太郎様、幹事杉山
敏幸様、会計小野　郁様、次年度会場委員長杉浦真理子様の4名の方に
お越しいただきありがとうございます。私ども愛知長久手ロータリークラブか
らは先々週4月3日(水）に7名でお邪魔いたしまして、先週の例会にその報
告をさせていただきました。岡崎会長はじめ皆様がたにはどうぞごゆっくり
お過ごしください。例会終了後、トヨタ博物館のチケットご用意いたしました
のでお時間に許す限りお楽しみください。

話は変わりますが、最近では個人情報など関係なく直ぐにインターネット上に情報が上がってしまいます。ア
メリカでは次のような痛ましい事件が起きました。米カリフォルニア州サンタクララの保安官事務所は１３日ま
でに、酒を飲ませて酔いつぶれた１５歳少女を集団強姦（ごうかん）して写真を撮影、画像をインターネット上
などに流していた１６歳の少年３人を逮捕したと発表した。少女は、画像がネットで拡散したことを知った後、
人生が破滅したとの言葉を残し、数日後に自殺していた。少年３人は画像を学校内でも流すなどしていた。
暴行は昨年９月、同州サラトガの民家で少年らが家族などに無断で行ったパーティーで発生。３人は今月１
１日に逮捕された。少女の弁護士はＣＮＮ系列局に、この悲劇は起きるべきでなかったと強調。少女は自分
に起きたことを暴行翌日の朝まで知らなかったと指摘した。局部を含めた少女の体にはいたずら書きのよう
なものも残っていたという。少年３人は、重度の性的暴行罪２件などに問われている。少女と同じ学校の生徒
は地元テレビ局に、少年３人の逮捕に長時間要したことは馬鹿げていると主張。学校内では少女死亡の衝
撃が走ると共に、事件の関与者が在校し続ける是非などの話が飛び交っていたという。今回と似た事件は、
東部オハイオ州ストゥーベンビルでも昨年８月に発生。この事件では高校のアメリカンフットボール部のス
ター選手２人が学校の１６歳女子生徒を泥酔させてレイプしていた。みだらなメッセージを携帯メールで送信
し、犯行の画像もソーシャルメディア上に流すなどして米社会を揺るがしていた。１７歳と１６歳の少年２人に
は有罪判決が下された。南アフリカのヨハネスブルクで若者の集団が17歳の少女をレイプする場面を映した
動画が出回り、住民らが衝撃を受けている。警察は17日、14〜20歳の容疑者を誘拐とレイプの疑いで逮捕
した。 報道によると、ヨハネスブルク南部のスウェトで若者の集団が少女を繰り返しレイプし、その場面を携
帯電話で撮影。地元の学校の児童や生徒の間でこの動画のうわさが広まり、短文投稿サイトのツイッターで
も18日に関連用語の検索が急浮上した。 地元の大衆紙デイリーサンは、娘がこの動画を見たという母親か
ら17日に連絡受け、警察に通報したとしている。

愛知長久手ロータリークラブ

奉仕を通じて　平和を
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＜バナー交換＞ 三河安城ロータリークラブ　　⇔　
　　愛知長久手ロータリークラブ

＜来訪者挨拶＞ 三河安城ロータリークラブ 岡崎重太郎会長

＜委員会報告＞
　　　　◆ニコボックス委員会

・ 　　　三河安城RC

・ 安田 茂樹

・ 伊藤 広治

・ 加藤　　猛

・ 佐藤 文昭
中川 清子

・ 林　　正俊

・ 三河安城RCの皆様ようこそお越しくださいました。 日野 典子
・ 松原 正敏

・ 宮下智香子

・ 山田 文明

・ TPPの不安はありますが、田植えの準備が始まりました。本日もよろしくお願いします。 吉田 濵一
・ 本日もよろしくお願いします。 小谷 恒夫

　　“　　サルビアの　　花言葉には　　家族愛　　燃ゆる想いに　　かかぁ殿下よ　　”
(敬称略）

＜幹事報告＞ 小谷 恒夫幹事
1） 第2530地区(福島)水からプロジェクト支援方法変更

　　　　　　IM余剰金でガバナー補佐事務所から一人一口(250円)の支援に変更
２） 4月30日(火)規定休日…休会
３） ５月7日(火)トヨタ博物館休館日のため夜間例会(名古屋栄東急イン)…詳細後日案内

皆様こんにちは。西三河分区　三河安城ロータリークラブ　会長岡崎です。2012～2013年度ガバナー方針
で地区交流活性化を図る事業で第2760地区82クラブの中で本日は愛知長久手ロータリークラブさんに訪問
させていただきました。この様な歓迎をいただき心より感謝申し上げます。今日は私共々4名で出席させてい
ただきました。最初の印象はこの立派な建物でよくこの会場が押さえられてこのような例会が行われることに
感激いたしました。私ども会員は66名おりますがこちらのクラブはコンパクトな形ではありますが、それ以上に
皆様が結束して頑張っていこうという雰囲気が感じられました。今日は皆様のこの例会の雰囲気を味わせて
いただき、何か我々のクラブに持って帰りたいなと思っております。当クラブも決して古いクラブではありませ
ん。今から14年前に安城ロータリークラブがスポンサークラブとして移籍メンバー23名で誕生いたしました。
そこから色々な職業分類の方々にアプローチして今現在に至っております。地区からは会員増強を毎年掲
げられますが、安城18万人の人口から2つのロータリークラブ、3つのライオンズクラブ、女性のソロプチミスト
とあります。その中から十分に満足する会員が得られるかというと頭打ちの状態ですから、なかなか難しいの
が現状です。特に貴クラブにはこれから多くのメンバーが増えることを望んでいますが、この社会情勢で難し
いこともあるかと思います。こちらは女性会員の方が多くいらっしゃいますが、我がクラブも1割が女性メン
バーです。たまたま次年度15周年の節目で女性会長が生まれますが、貴クラブにも女性会長が誕生するこ
とを心待ちにしております。その際には是非お声をかけてください。喜んで参上させていただきますのでよろ
しくお願いします。以上で挨拶を終わります。どうもありがとうございました。

三河安城ロータリークラブ会長岡崎様、幹事杉山様、会計小野様、次年度
会場委員長杉浦様ようこそお出でいただきありがとうございました。ゆっくり
していって下さい。

三河安城ロータリークラブ岡崎様・杉山様・小野様・杉浦様ようこそお越しく
ださいました。本日もよろしくお願いします。

本日も宜しくお願いします。岡崎様・杉山様・小野様・杉浦様ようこそお出で
くださいました。

三河安城の皆様ようこそお出でくださいました。

三河安城RC岡崎会長・杉山幹事・小野会計・杉浦次年度会場委員長ようこ
そお出でくださいましてありがとうございます。本日もよろしくお願いします。

三河安城ロータリークラブ岡崎会長・杉山幹事・小野会計・杉浦次年度会
場委員長ようこそお越しくださいました。
三河安城ロータリークラブの皆様ようこそお越しくださいました。よろしくお願
いします。

本日は４名でお邪魔させていただきました。500回という記念の例会に来れ
うれしく思っています。例会運営勉強させていただきます。よろしくお願いし
ます。

先日の地区協議会出席の皆様ご苦労様でした。本日は三河安城ロータ
リークラブの皆様ようこそお出でくださいました。本日もよろしくお願いしま
三河安城ロータリーの皆様ようこそお出でいただきました。本日もよろしくお
願いします。



＜卓話＞ 演題　： 2013～2014年度のための地区協議会報告
[第一分科会] 山田文明次年度会長

松原正敏次年度幹事

日野典子次年度会計

[第二分科会] 伊藤広治次年度会長エレクト

宮下智香子次年度クラブ奉仕委員長

[第五分科会] 中川清子次年度新世代委員会委員長

留学など送り出したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

[第四分科会] 地区国際奉仕委員会　佐藤文昭委員長
今回は経費節減のために社会奉仕と国際奉仕同会場で行われました。お互いの委員
会での勉強会は少しピントがずれたかなとの感はありました。RIのテーマが奉仕の実
践は国際奉仕という事で話をさせていただきました。国際奉仕の実際の現地見聞した
活動内容の話をいたしました。いろいろな情報発信をしますが各クラブへの伝達が悪
く、毎年活動状況報告書を各クラブへ送付いたしておりますがそれもなかなか認知し

4月14日(日）ナゴヤウェスティンキャッスルで2013‐2014年度為の地区協議会が開催さ
れました。田中ガバナーエレクトから次年度テーマ「ENGAGE　ROTARY　CHANGE
LIVES」「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」発表がありました。私が気が付
いたことで今、クラブに例会において、ロータリーにかけていることはロータリー情報が
足らないことです。私の年度には毎回、ロータリー情報に対して一言づつ
話をしたいと思っています。最後に石川研修リーダーから次年度はRIテーマ・ガバナー方針に沿って思い
切ってやりなさいとの言葉をいただきましたので心強く感じました。

第一分科会はクラブの管理部門に当たります。そこでは初心に戻って「四つのテスト」
を実行していただきたいが、実行はなかなか難しい、だから「ロータリー」があるという話
でした。毎例会で皆さんと唱和している「四つのテスト」を心がけることは良いことだと思
いました。ロータリーに関するブランドアップのために地域の公共電波などを使ってど
んどん発信していこうという事でした。ロータリーの危機管理で交換留学生などの
交流には世界の情勢・感覚を身に着けるようにという事でした。rotary.orgからお手元に配布した会員アクセ
スを登録、利用していただきますとRIが保持するデータベースを正確に保てますので是非ご利用ください。

第一分科会に出席いたしました。ロータリーに入会して10年、親睦から始り職業奉仕、
国際奉仕、新世代委員会と色々な分科会に出席して参りましたが、第一分科会はロー
タリーとは何をするのか非常に解りやすく説明していただきました。ロータリーはどうい
う影響を与えるのか、受けるのか、色々な問題のある中処理しているのを良く理解でき
ました。何もわからないロータリークラブが今どのように動いているのかが少し
解った気がします。まだ若いですが、今後少しづつでも理解して活動していきたいと思いますのでよろしくお
願いします。

いただいていない状況があります。2012-2013年度の地区国際奉仕委員会ではベトナム　LAN　DONG省
BALOC市グエンチャイ小学校に日本語教室のための、パソコン・プロジェクター・ホワイトボード2教室分と、
学習用パソコン36台と校内男子トイレの改修工事を支援することになり5月9日から14日までベトナムに赴き、
引渡式を行います。一昨年RIからWCS外すということがありましたが、情報、お金の支援は止めます。ただ
し、ロータリークラブの国際奉仕の中で大きなプロジェクトとして活動する課題が与えられています。国際奉
仕としては海外クラブでのメークアップ・海外クラブの地区大会・国際大会の参加・海外クラブとの姉妹提携・
友好でも立派な国際奉仕となりますので、各クラブ・個人に見合った方法で国際奉仕をしていただければと
思います。

第2分科会はクラブ運営部門になります。テーマとして会員増強がクラブ運営を強化す
るという事でした。次年度の目標として会員数5000名各クラブ1割増強です。ただ増強
だけでなく退会防止にも力を入れるということです。当クラブ目標に向かって努力して
いきたいと思います。

私は入会して2年目で初めて出席させていただきました。先ず会員拡大に力を入れて
いる事と、特に女性会員の増強を強調されていました。私も女性会員の方から薦めら
れ入会いたしましたので、やはり女性会員の勧誘は女性の方が良いだろうと思いま
す。我がクラブも一人につき一人が会員推薦できるよう目標に向かって努力して行き
たいと思います。広報としてWEB化を活用した広報活動を強化していきたいという事で
した。「ロータリーの友」の活用が最近あまりできていないので活用方法について会員の方々から意見を出し
てほしいという話がありました。

次年度の新世代委員長としてクラブ協議会に出席して参りました。今まで職業奉仕委
員長を何年かやらせていただき新世代員会は初めてで、まだ十分理解できない状況
での出席でした。インターアクト・ローターアクト・RYLA・青少年交換と言葉からの入門
でした。円卓を囲んでの協議で、地区の青少年交換留学生の選抜などいろいろな話
を聞いてきました。今後、新世代委員会の事を勉強しながら、当クラブでも青少年交換



[第六分科会] 次年度ガバナー補佐　　丹羽司一さん

 ：：今月のトピックス：：　
 １．寄付金速報　― 2012-13年度も残り３カ月 ―

 ２．新奨学生のオリエンテーションがスタート
 ３．よねやま親善大使が決定しました！

４．タイ米山学友会が障害児のための奉仕活動
 ５．世界平和フォーラム広島で“よねやま”をＰＲします！

  ：：：★ お知らせ ★：：：

 日時： 2013年6月15日（土）　11：00～14：00
  会場： 上海　Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel（豫園万麗酒店）

   その他の記事は、ぜひPDF版をご覧ください。
→　http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight157_pdf.pdf

★ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま １５７号 ★　　2013年4月12日発行

事業創設60周年を記念して、2012年11月から今年1月末まで募集した「優秀米山学友賞」には、
予想を大幅に上回る82件もの応募をいただきました。いずれ劣らぬ優秀な学友の皆さんの活躍
に、選考にあたった委員からは「選ぶのが大変」とのうれしい悲鳴も聞かれましたが、広報委員会
と常務理事会での厳正なる審査を経て、以下の2人の受賞が決定しました。尤さんと楊さんには
今後2年間、“よねやま親善大使”として、日本国内でロータリー米山記念奨学事業をＰＲしていた
だきます。詳しい紹介は、『ロータリーの友』6月号の“よねやまだより”に掲載しますので、ぜひご
覧ください。また、地区大会や米山セミナーなどで、皆さまのお近くに伺う機会もあるかもしれませ
んので、どうぞよろしくお願いいたします。

昨年、日中関係悪化のために延期となっていた中国学友会総会は、2012年度と2013年度の合同総会とし
て、下記のとおり開催されることが決定しました。

………………………………………………………………………

次年度ガバナー補佐担当としてロータリー財団委員会に所属となりました。ロータリー
活動を行うには財源がないと何も活動ができずロータリーの特色を生かすことができま
せん。次年度に関しては未来の夢計画の中で約1700万ぐらい予算としてあります。現
在82クラブの内５０クラブから申請が出ています。今82クラブですが＋1クラブ誕生する
予定で、非常に活力ある地区です。出席いたしましたロータリー財団はずらりとパスト
ガバナーが並ぶ中、講評するお役目でした。各クラブの委員長方にはクラブの例会と同じで理解するだけで
なく実行しなくては何もならない。夢は持っただけ、見ただけではいけない、必ず実行して欲しい。そのため
には例会に出て、縦・横の繋がりをもって生かすことにロータリーの意義が出てくると思います。ロータリーの
が全てです。委員会で得たことをクラブで実践するために常に進化するように努力していただきたいとお話
しいたしました。ロータリーで危惧することは人口減少です。会員増強も必要ですが、免除会員の方々にも
例会出席に頑張っていただき、先輩諸氏の方々に長年培った経験を生かし檄を飛ばしていただきたいと
思っています。会員増強を強調するだけでなく、いかにロータリーを存続させるかを考えていく時期でないか
と思います。ロータリーは何事も例会に出て学ぶ、出でて奉仕する事が鉄則です。100名クラブと我がクラブ
のように22名のクラブと同じことはできません。必ずロータリーとしてやらないといけない事を絞って、中身の
充実した活動ができるよう重点目標を定めてロータリー活動をしていきたいと思います。

４月３０日(火） ５月１４日(火）５月７日（火）

規定休日

（トヨタ博物館）

クラブフォーラム

（トヨタ博物館）

クラブフォーラム
　

（トヨタ博物館）

５月２３日（火）

　

親睦夜間例会
19:00～

（名古屋栄東急イン）


