
 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 小谷恒夫 幹事 青山和成 会報 宮下智香子   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

世界へのプレゼントになろう 
本日 第 628 回例会 2016 年 3 月 15 日（火曜日)第 620 号 

 
＜本日のプログラム＞ Today’s Program 
 
点鐘 
＜ロータリーソング＞ 「それでこそロータリー」 
         

演題：若手音楽家を応援し音楽を

通じて地域の活性化を 

 
講師： 青山 安弘 様  

前回 第 627 回例会 2016 年 3 月 8 日（火曜日)記録 

  

＜ロータリーソング＞  「我らの生業」          総合司会     

  

奥野悦弥親睦活動委員                

＜出席報告＞  

 

 

 会員総数 20 名  

出 席 者 13 名 出席率 65.00 ％ 前々回補正出席率 90.00 ％ 

  

＜会長挨拶＞    愛知長久手ロータリークラブ   小谷恒夫会長 

      ウイルソン大統領 

（Ｂｉｒｍｉｎｇｈａｍ ＲＣ） 

第 28代 アメリカ合衆国大統領 

 任期      1913年 3月 4日―1921年 3月 4日 

 副大統領    トーマス・R・マーシャル 

                     ニュージャージー州知事 

任期      1911年 1月 17日―1913年 3月 1日 

          第 13代プリンストン大学総長 

任期      1902年－1910年 

 

出 生         1856年 12月 28日 

                   バージニア州スタントン 

死 去       1924年 2月 3日（67歳） 

                   ワシントン D.C 

政 党         民主党 

配偶者        エレン・アクソン・ウィルソン 

                                     イーディス・ボーリング・ガルト・ウィルソン 

子 女         マーガレット・ウッドロウウィルソン 

                                     ジェシー・ウッドロウウィルソン・セイヤー 

                                     エレノア・R/ウィルソン 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１５－２０１６ 

WEEKLY 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Woodrow_Wilson_(Nobel_1919).jpg


トーマス・ウッドロウ・ウィルソン（Thomas Woodrow Wilson, 1856 年 12 月 28 日 - 1924 年 2 月 3 日）は、ア

メリカ合衆国の政治家、政治学者であり、第 28 代アメリカ合衆国大統領である。アンドリュー・ジャクソンの

次にホワイトハウスで連続 2期を務めた 2人目の民主党大統領である 

名誉学位ではなく、実際の学問上の業績によって取得した博士号を持つ唯一の大統領である 

政治行政分断論を提起し、実務的に政治（政党政治）と行政の分離(政治行政二分論)を唱え、猟官制の抑制と近

代的官僚制の再導入を提唱するとともに、研究領域的に政治学から行政学を分離した 

合衆国大統領としては、当初の中立姿勢を放棄して戦争を終わらせるための戦争として第一次世界大戦への参戦

を決断し、大戦末期にはウラジミール・レーニンの「平和に関する布告」に対抗して「十四か条の平和原則」を

発表、新世界秩序を掲げてパリ講和会議を主宰、国際連盟の創設に尽力した。その功績により、ノーベル平和賞

を受賞している 

教訓主義の深い感覚をインターナショナリズムに取り入れた。それは現在「ウィルソン主義」と呼ばれる。ウィ

ルソン主義は、アメリカ合衆国が民主主義を標榜し国内外の政治体制の変革を追求することを使命と見なすこと

であり、今日も議論されるアメリカの外交政策の指針となった。ウィルソンは第一次世界大戦におけるリーダー

シップから、最も偉大な大統領の一人として見なされる 

ここまでの成果は慈善家のクリーブランド・ドッジの協力なしには得られなかった 

第 28代米国大統領ウッドロウ・ウィルソンにこんな逸話があります。 

 友人に講演の準備の時間を問われたウィルソン曰く、 

「5分の講演だと 2週間、30分の演説だと 1週間の準備がいる。 

でも、いくらでもしゃべっていいのであれば準備はいらない、今からでもできるよ」 

子供は、 辛抱強さを見て育つと、 耐えることを学ぶ。 

子供は、 存在を認められて育つと、 自分が好きになる。 

子供は、 皆で分け合うのを見て育つと、 人に分け与えるようになる。 

子供は、 馬鹿にされて育つと、 自分を表現出来なくなる。 

子供は、 静かな落ち着きの中で育つと、 平和な心を持つようになる。    

子供は、 努力を認められて育つと、  目標を持つようになる 

子供は、 親しみに満ちた雰囲気の中で育つと、 生きることは楽しいことだと知る 

親は子供に 「友達と同じである必要はない」  と言ってやりましょう。 

人がそれぞれ違うことは 大切なことだということを、子供にぜひ教えてあげてください 

知ったあとに学び、 学んだあとに、 出来るようになることが大切なのだ。 

次の心得を守れば十中八九、 誰でも成功する。 

自信を持つこと。 そして仕事に全力を尽くすことだ 

ウィルソンの肖像が描かれた 10万ドル紙幣 

 

 

 

ウィルソンの肖像は 1928 年から 1946 年まで 10 万ド

ル紙幣に使用されていた。ただしこの紙幣は、一般流

通用ではなく連邦準備制度理事会や財務省の財務処理

のためにのみ使用される金証券だった。また原子力潜

水艦ウッドロウ・ウィルソン (USS Woodrow Wilson, 

SSBN-624)も彼にちなんで命名されたもの。 

ウィルソンは 1924 年 2 月 3 日に自宅で死去した。 

彼はワシントン大聖堂に埋葬された。ウィルソンは 

ワシントン D.C に埋葬された唯一の大統領である。 
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◆祝福  お誕生日おめでとうございます 

 

  

 

 

 

＜委員会報告＞ 

■ニコボックス■ 

・奥野さん誕生日おめでとうございます。林さん卓話楽しみにしております。本日もよろしく             青山  和成 

 御願い致します。 

・林さん“せとしんプロボノプロジェクト”卓話楽しみにしております。本日もよろしくお願いします。         丹羽  司一 

本日もよろしくお願いします。                                                                

・本日もよろしくお願いします。                                                               冨田  盛義 

・奥野さんお誕生日おめでとうございます。林さん卓話よろしくお願いします。                         伊藤  広治 

・林さん卓話よろしくお願いします。奥野さんお誕生日おめでとうございます。                         日野  典子 

・奥野さんお目出等ございます。林さん卓話楽しみにしています。本日もよろしくお願い致します。        大島  昭夫 

・林さんの卓話楽しみにしております。奥野さんお誕生日おめでとうございます。本日もよろしく           中川  清子 

 お願いします。 

・桜もちらほら咲いてきましたね。本日もよろしくお願いします。                                      林   正俊 

・本日もよろしくお願い致します。                                                              田中  信子 

・林さん本日の卓話楽しみにしています。宜しくお願いします。                                      宮下智香子 

・本日もどうぞ宜しくおねがいします。                                                           伊藤  真 

・本日もよろしくお願い致します。                                                              小谷  恒夫 

    “ 錦
にしき

なの   グロバリゼーション  他
た

国籍
こ くせ き

   その名もキャバレー   大統領
だいとうりょう

 ” 

 

 

＜幹事報告＞ 

① 3/15(火)例会会場は「華野」になります。時間は１２：３０－１３：３０です。 

 

② 名古屋名東 RC合同花見例会の出欠連絡は今日までになっております。まだ連絡をされていない方は 

   事務局まで出欠連絡をお願いいたします。 

 

③ 名古屋城北 RC創立 30周年記念式典が 3/13(日)東急ホテルで開催されます。 

 

④ 次回 3/15(火)外部より青山安
やす

弘
ひろ

様の卓話になります。 

 

●第 9回理事役員報告 

  ① 地区協議会登録料について来年度より全員出席・全員登録とします。 

 

  ② 名古屋名東 RC との合同花見例会は 11：00集合でお願いいたします。 

 

  ③ しし鍋親睦会を夜間例会(火曜日)にて企画しています。 

 

●配布物 

     ロータリーの友 3月号 

 

 

   

   ３月２日  奥野 悦弥さん 

    

  

    

   

              

    



 

＜卓 話＞                                     林 正俊  

                                     NO.1                                              NO.2 
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3 月 22 日(火) 3 月 29 日(火) 4 月 5 日(火) 4 月 12 日(火) 

規定休日 

 

ＰＥＴ報告 

 

名古屋名東 RC・愛知長久手

RC合同花見例会 

 

 

会員卓話 

 

 

 (長久手まちづくりセンター) (トヨタ博物館) (トヨタ博物館) 
 


