
 

 

 

 

 

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 
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世界へのプレゼントになろう 
本日 第 630 回例会 2016 年 4 月 5 日（火曜日)第 622 号 

 
＜本日のプログラム＞ Today’s Program 
 
点鐘 
＜ロータリーソング＞ 「君が代」「奉仕の理想」 
         

名古屋名東ロータリークラブ 
愛知長久手ロータリークラブ 
合同花見例会  
 
於：杁ヶ池公園体育館 

前回 第 629 回例会 2016 年 3 月 29 日（火曜日)記録 

  

＜ロータリーソング＞  「日も風も星も」         総合司会     

  

神谷恵理親睦活動委員                

＜出席報告＞  

 

 

 会員総数 20 名  

出 席 者 12 名 出席率 60.00 ％ 前々回補正出席率 90.00 ％ 

 雀寿司 握り寿司 

＜会長挨拶＞    愛知長久手ロータリークラブ   小谷恒夫会長 

    ハーバート・フーヴァー 
（Ｂｌｕｆｆ  ＲＣ）                      

 

  任 期      1929年 3月 4日－1933年 3月 4日 

副大統領        チャールズ・カーティス 

  出 生           1874年 8月 10日 

アイオワ州ウエストブランチ 

     死 去          1964年 10月 20日（満 90歳没） 

政 党           共和党 

配偶者          ルー・ヘンリー・フーヴァー                                       

                       署 名  

 

1885 年の夏、フーヴァーは 11 歳のときに、ハンナおばさんの手製のごちそうの入ったバスケットを持ち、

2 枚の 10 セント硬貨を衣服に縫い込み、ユニオン・パシフィックの列車に乗って西のオレゴン州へ向かっ

た。アメリカ大陸の反対側で彼を待ったのはおじの医者であり教育長のジョン・ミンソーンだった。 

フーヴァーはオレゴンでの 6年間で独立独行を覚えた。フーヴァーいわく「私の少年時代の希望は誰の支援

もなしでいかなる場所でも自分の生計を立てることだった」。おじのオレゴン・ランド・カンパニーの使い

走りとして、彼は簿記とタイピングをマスターし、夜にはビジネススクールに通った。学校教師ジェーン・

グレイのおかげで、彼はチャールズ・ディケンズとウォルター・スコットの小説に夢中になった。「デイヴ

ィッド・コパフィールド」(世の中を機知で切り抜けていく孤児の話)は、生涯のお気に入りだった。 

1891 年の秋にカリフォルニア州パロアルトのスタンフォード大学に入学。在学中、野球チームやフットボ
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ールチームの運営、クリーニング屋や講義仲介業の経営などで注目を集めた。キャンパスの上流階級気質に

反して、余り裕福でない経歴を持つフーヴァーであったが、他の生徒に押される形で彼自身何の知識もない

学生自治会の会計係に選出され、2,000ドルに及ぶ自治会の負債を拭い去ることに成功した。 

フーヴァーは商務長官在任中の 1921 年、ロシア革命後の混乱により飢饉で苦しんでいるソ連や大戦後のド

イツの人々に食糧支援を提供した。その結果、評論家が共産主義ロシアを助けていなかったかどうか問い合

わせたとき、フーヴァーは、「2 千万の人が飢えている。彼らの政治が何であっても彼らを食べさせるべき

である」と反論した。ニューヨーク・タイムズは「10 人の最も重要な生きているアメリカ人」にフーヴァ

ーを選んだ。 

10月の世界恐慌で未曾有の大不況に突入。フーヴァーは振り回されることになってしまう。彼は、 

「不況はしばらくすれば元の景気に回復する」という古典派経済学の姿勢を貫き、国内においては、政府に

よる経済介入を最小限に抑える政策を継続した。その一方で、対外的にはスムート＝ホーリー法のもとで保

護貿易政策をとった。このことは、世界恐慌を深刻にさせた一因とも指摘される。 

彼が発表した政策として有名なものが、第一次世界大戦で英仏に融資した戦債の返済を 1年間猶予する「フ

ーヴァーモラトリアム」である。彼は、この政策を実行すれば、その 1年間の間に景気は回復するだろうと

考えており、次代の大統領フランクリン・ルーズベルトがニューディール政策で民間経済にも積極的に介入

したのに対し、フーヴァーは政府や国家レベルでの対策しか講じなかった。これが、結果として景気をさら

に悪化させることになってしまう。 

また 1962年のキューバ危機では、当時生存していた 3 元大統領の 1人としてケネディ大統領の状況説明会

に参加している。ルーズベルト政権には参加こそしなかったが、ルーズベルトもフーヴァーが大統領になる

前、「彼の下なら喜んで働きたい」と発言したほどである。こうして見ると、歴代大統領はそろってフーヴ

ァーを高く評価していたことがわかる。彼は技師、経営者として非常に優秀であった。もし大統領時代に大

恐慌に直面していなかったら（あるいは有効な手を打てていたら）、歴代大統領として高い評価を得ていた

可能性も皆無ではない。 一般的に世界恐慌の時に何もしなった大統領のイメージがあるがそれは間違いで

鉄道公社の救済や失業者に無償でお金を出すなど様々な対策を行っていた。大統領退任後、フーヴァーはス

タンフォード大学に「フーヴァー研究所」を創設している。後任としてルーズベルトが大統領に就任した後、

フーヴァーはニューディール政策への批評家となり、国家主義傾向に対する警告を発した。彼はその懸念を

『自由への挑戦 The Challenge to Liberty』という本にして表し、アメリカ古来の自由主義に敵対するフ

ァシズム、共産主義、社会主義について語っている。 

フーヴァーはコロンビア大学から、トーマス・エジソンと並んで「アメリカ史上 2人の偉大な技術者」とし

て表彰されている。 

フーバーダム (Hoover Dam) は、アメリカ合衆国の多目的ダム。アリゾナ州とネバダ州の州境に位置するコ

ロラド川のブラック峡谷にある。 

フーバーダムは、1931 年に着工し、1936 年に竣工した。ルーズベルト大統領のニューディール政策の一環

として建設されたとの話もあるが、着工は大統領就任の前である。 

建設当時の名称はボールダーダム（Boulder Dam）だったが、1947年に着工当時の大統領ハーバート・フー

ヴァーにちなんで改称された。フーバーダムの堤頂の道路は、国道 93 号線である。片側 1 車線でボトルネ

ックとなっているため、ダム直下にバイパス道路として日本の大林組によりコロラドリバー橋が、2010 年

10月に竣工した。 

型式は重力式アーチダム、高さ 221m、長さ 379m で、ダム湖はミード湖と呼ばれ、貯水量は約 400 億トン。

日本には約 2,500基のダムがあるが、それらの貯水量の合計は 250億トン程度である。日本最大の湖である

琵琶湖の貯水量でも 280 億トン程度である。フーバーダムで発電された電力は、ダムの北西 48km にあるラ

スベガスをはじめ、カリフォルニア州・アリゾナ州の各都市に供給されている。 
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＜委員会報告＞ 

■ニコボックス■ 

・日野さんＰＥＴＳ宜しく御願い致します。本日も宜しく御願い致します。                    青山 和成 

・日野次年度会長様、ＰＥＴＳご苦労様でした。いよいよですネ！！                           丹羽 司一 

・病院通いが忙しく少し疲れ気味です。本日もよろしくお願いします。                    佐藤 文昭 

・日野さんＰＥＴＳお疲れ様でした。                                                    伊藤 広治 

・今日はＰＥＴＳの報告をさせて頂きます。よろしくお願いします。                        日野 典子 

・桜がやっと咲き初めこれからが楽しみですネ。日野さんＰＥＴＳ報告楽しみです。          大島 昭夫 

・ご無沙汰しておりました。日野さんＰＥＴＳ報告楽しみです。                            山田 文明 

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

・日野さん卓話よろしくお願いします。 本日もよろしくお願いします。                     林  正俊 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                                                    伊藤  真 

・日野次年度会長様本日は宜しくお願いします。皆様本日も宜しくお願いします。            神谷 恵理 

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

       “ 花粉症   家に帰れば   おかあちゃん   ぷんぷん昇
しょう

  ” 

＜幹事報告＞ 

① 次回 4/5(火)例会は名古屋名東ＲＣとの合同花見例会になります。 

集合時間…11：00  場所…長久手杁ヶ池公園体育館です。よろしくお願いいたします。 

 

② 第 10回理事役員会は合同花見例会終了後行いますので、理事役員の方はよろしくお願いいたします。 

   

③ 4/26(火)夜間例会出欠のご連絡をまだされていない方早急にご連絡お願いいたします。 

 

＜卓 話＞   「ＰＥＴＳ報告」                  日野典子会長エレクト 

        3/19(土)16－17年度会長エレクト研修セミナーにて 

 

◆ 地区方針（岡崎ロータリークラブ/2016-17年度 服部良男ガバナー） 

Ｂｅ Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｉａｎ，Ｆｉｎｄ Ａ Ｒｏｔａｒｉａｎ 

                  ～ 真のロータリアンになろう、ロータリアンをみつけよう ～ 

 

会費を払い、「ロータリアンの友」を購読し、例会に出席すれば、ロータリークラブの会員の資格があります。 

それは、真のロータリアンでしょうか？ 

     ロータリーには、5つの中核的価値、強味があり、それがロータリーのブランドです。 

     ★Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ（親睦） ： Ｆｅｌｌｏｗとは、同じ目的を共有しともに協働する仲間であり、Ｓｈｉｐとはその関係を維持 

                     することである。 

     ★Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ（高潔性） ： 「4つのテスト」に代表される、論理性でロータリーのＤＮＡである。 

     ★Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ（多様性） ： ポール・ハリスのロータリークラブ創設時の思い  「多様性と寛容さ」 

     ★Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ（リーダーシップ） ： ロータリーのリーダーシップとは、ビジョンを実現化できること。 

     ★Ｓｅｒｖｉｃｅ（奉仕） ： ロータリーが人や人々に与えられる唯一の言動や行動であり、困っている人に背を向けず 

                   できる限りのコトをし、人を笑顔にすることである。 

 

    我々は、ロータリークラブのブランドを再認識し、自ら人道的奉仕活動に参加し、人を笑顔にしましょう。そしてその  

人の笑顔を仲間と共に喜びを感じ、ロータリー財団創立 100周年を祝い、ポリオ撲滅を世界のロータリアンと祝い 

ましょう。 

 

Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙに登録し、ロータリーのブランドを再確認し、ロータリー財団が 100年間人を笑顔にしてきたコトを学 

び、積極的に我々地区の人道的奉仕活動を投稿しましょう。 



    ◆ 地区重点課題 

           地区のビジョン「10年後 20年後も地区の輝きが持続可能であること」 

           Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙの登録と利用の促進 

           オンラインツールとソーシャルメディアの活用を今年度地区の課題とします。 

 

        ◆ 地区審議会及び立法案審議委員会について 

           ＜地区審議会＞ 

                地区所属全クラブ会長：（但し、会長出席不可の場合は、議決権を委任された副会長または 

                                幹事の代理を認める） 

            ＜立法案審議委員会＞ 

                                ガバナー                          （服部 良男） 

 代表議員                          （岡部 快圓） 

                                直前代表議員                      （片山 主水） 

                                補欠議員（ガバナー指名）            （田嶋 好博） 

                                ガバナーエレクト                    （神野 重行） 

                                地区幹事                          （岩月 昭佳） 

 次期地区幹事                      （加藤 定伸） 

 

         ◆ 2016－17年度ガバナー賞 

         １．会員数、純増３％以上達成クラブ 

           2016年 7月 1日会員数比較 

            ２．米山記念奨学事業 

              ① クラブ 1人平均 2万円以上の寄付達成 

                 （特別、普通寄付合計金額） 

              ② クラブ特別寄付率 80％以上達成 

                 寄付数／クラブ会員数 

             どれか一つを達成したクラブ・・・・期間は 2016年 7月 1日より 2017年 3月３１まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 12 日(火) 4 月 19 日(火) 4 月 26 日(火) 5 月 10 日(火) 

会員卓話 

 

会員卓話 

 

夜間例会 

 

 

会員卓話 

 

 

(トヨタ博物館) (トヨタ博物館) (木曽路 東名店) （トヨタ博物館） 
 


