
 

 

 

 

 

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 636 回夜間例会 2016 年 5 月 24 日（火曜日)第 628 号 

 
＜本日のプログラム＞ Today’s Program 

「夜間例会・親睦会」   

点鐘 場所:華 野 

＜ロータリーソング＞ 「それでこそロータリー」  

前回 第 635 回例会 2016 年 5 月 17 日（火曜日)記録 

＜ロータリーソング＞ 「我らの生業」   

＜出席報告＞  

 

 

 

ハンバーグセット 

 

 

 

員総数 20 名  

出 席 者 9 名 出席率 45.00 ％ 前々回補正出席率 98.00 ％ 

＜会長挨拶＞     愛知長久手ロータリークラブ     小谷恒夫会長 

 

リチャード・ニクソン（Whittier RC） 

                   

第 37代 アメリカ合衆国大統領 

   任期      1969年 1月 20日―1974年 8月 9日 

 副大統領       スピロ・セオドア・アグニュー(1969年―1973年) 

                            ジェラルド・フォード(1973年―1974年) 

第 36代 アメリカ合衆国副大統領 

任期      1953年 1月 20日―1961年 1月 20日 

元首      ドワイト・アイゼンハワー 

出 生          1913年 1月 9日 

                    カルフォルニア州ヨーバリンダ 

死 去        1994年 4月 22日（満 81歳没） 

                    ニューヨーク州ニューヨークシティ 

政 党          共和党 

配偶者         パット・ニクソン 

   弁護士として活躍した後、1946 年に共和党の政治家に転身。下院議員、上院議員を経て、1953 年よりドワ

イト・D・アイゼンハワー政権で副大統領を務めた。 

1960 年の大統領選挙ではジョン・F・ケネディに敗れたが、1968 年の大統領選挙で勝利し、第 37 代大統領に就

任した。ベトナム戦争からのアメリカ軍の完全撤退を実現し、当時東西対立の時代にあってソビエト連邦とのデ

タント（緊張緩和）を実現し、世界があっと驚いた中華人民共和国の訪問など積極的なアメリカ外交を展開した 

国内経済が高い失業率・インフレ・不況とドルの信認低下の状況の中で突然ドルの金交換停止・輸入課徴金制導

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:Nixon_30-0316a.jpg


入・物価賃金凍結などの思い切った政策転換を発表(ニクソンショック)してドルの切り下げをアメリカの強いリ

ーダーシップで実施し新しい国際通貨体制の確立に尽力した。しかし、大統領再選を目指した 1972 年にウォー

ターゲート事件を起こし、1974 年に大統領辞任に追い込まれて任期中に辞職した唯一のアメリカ大統領となっ

た。 

海軍にいる間にポーカーを覚えたニクソンは、「アメリカ海軍きってのポーカーの名手」としてつとに知られ、

前線時代を中心に 1945 年 8 月 15 日の終戦までに賭けポーカーで 1 万ドル以上を稼いだといわれている。 

海軍除隊後にペプシコ社の弁護士になり、ペプシコーラの世界進出に協力。「アメリカの産業を保護する」とい

う大義名分のもとに各国の炭酸市場での販路拡大活動に活躍し、国際的な弁護士の看板はヨーロッパや日本で人

脈を築くのにも役立った 

テレビ討論会は 1960 年 9 月 26 日に第 1 回が開かれた。この討論会は全米で約 7,000 万人がテレビかラジオで

視聴した。そして歯切れがよくて、白黒テレビに映えるように黒っぽいスーツを着こなし健康的に見えたケネデ

ィに対して、グレーのスーツを着て病み上がりの顔のニクソンは視覚的には最初から不利であった。当時はまだ

白黒テレビの時代で多くの視聴者には、「背景に溶け込んではっきりしない灰色のスーツを着用し、病弱に見え

る人が多くの汗をかいている」ようにしか見えなかった。一方のライバルであるケネディは、服飾コンサルタン

トが白黒テレビを意識して選んだスーツを身に付け、若く健康的に見えた。 

• 第 1 次ニクソン・ショック（ニクソン訪中宣言）は、1971 年 7 月 15 日に発表された、ニクソン大統領の中

華人民共和国への訪問を予告する宣言から、翌 1972 年 2 月の実際の北京訪問にいたる新しい外交政策をいう。

→ニクソン大統領の中国訪問。 

• 第 2 次ニクソン・ショック（ドル・ショック）は、1971 年 8 月 15 日に発表された、ドル紙幣と金との兌換

一時停止を宣言し、ブレトン・ウッズ体制の終結を告げた新しい経済政策をいう。 

それまで金と交換できる唯一の通貨がドルであり、それ故にドルが基軸通貨として IMF（国際通貨基金）を支え

てきたのがブレトン・ウッズ体制であったが、ドルの金交換に応じられないほど米国の金保有量が減ったことに

より、戦後の金とドルを中心とした通貨体制を維持することが困難になったこと、そしてこの兌換一時停止は諸

外国にも事前に知らされておらず、突然の発表で極めて大きな驚きとともに、その後世界経済に大きな影響を与

えたことによる。 

ウォーターゲート･ビルウォーターゲート事件（ウォーターゲートじけん、アメリカ英語: Watergate scandal ）

とは、1972 年 6 月にワシントン D.C.の民主党本部で起きた盗聴侵入事件に始まったアメリカの政治スキャンダ

ル。1974 年 8 月にリチャード・ニクソン大統領が辞任するまでの盗聴、侵入、裁判、もみ消し、司法妨害、証

拠隠滅、事件報道、上院特別調査委員会、録音テープ、特別検察官解任、大統領弾劾、大統領辞任のすべての経

過を総称して「ウォーターゲート事件」という 

人間は負けたら終わりなのではない。辞めたら終わりなのだ。              by リチャード・M・ニクソン 

 

＜委員会報告＞ 

■ニコボックス委員会■ 

・本日も例会出席ご苦労様です！SAA として出席率をこれ以上下げないようご協力願います。    丹羽 司一 

・本日もよろしくお願いします。青少年奉仕会議行ってきました。               伊藤 広治 

・本日もよろしくお願いします。クラブ全体会議来期の重要会議と思います。          大島 昭夫 

・クラブ全体会議大島次期幹事よろしくお願いいたします。来年度楽しみにしております。       山田 文明 

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

・本日も宜しくお願いいたします。                                        奥野 悦弥 

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

・本日も宜しくお願いします。クラブ全体会議大島次期幹事宜しくお願いします。        神谷 恵理 

・本日も宜しくお願い致します。                                                           小谷 恒夫 

  “なんだかな～  日本テレビ・プロ野球  ナイ
な い

ないづくし  メイクドラマかな” 

 



＜幹事報告＞ 

① 次回例会 5/24(火)は通常例会から夜間例会に変更となりました。場所は「華野」 時間は 18:00受付 

   18:30開会となります。登録料は 5000円決まりました。ご出席の方はよろしくお願いいたします。 

② 親睦家族例会の内容につきましては、内容が決まり次第再度 FAXにて送らせていただきます。  

③ 5/31(火)規定休日の為例会はお休みとなります。来週の例会を欠席の方は 6/7(火)通常例会でトヨタ博物館 

   になります。6/7は現次理事役員会が例会終了後行われます。理事役員の方はよろしくお願いいたします。 

●理事会報告(第 11回理事役員会) 

  ・ナサニエル君諸経費の件・・・ＦＡＸにてご連絡済 

  ・ウェルフェアボーリング協賛の件・・・10000円協賛いたします。 

  ・ごみゼロ運動参加の件(5/29)・・・小谷会長・事務局高木参加いたします。 

  ・6/19(日)親睦家族例会の例会変更件・・・6/14(火)→6/19(日) に例会変更。 

  ・例会回数を月２回等に変更する件・・・様子を見て変更する場合もある。 

 

＜卓 話＞ ◆「地区協議会報告会」                          担当：各委員会委員長 

【クラブ奉仕委員会】・・・伊藤広治委員長 

＊本年度の方針…①有意義な例会活動を行い、参加率の向上・会員増加、ロータリーに対する意識を高める。 

＊本年度の事業計画…①楽しいロータリーの基盤づくりを行う 

           ②会員相互のコミュニケーションが図れる例会を目指す 

           ③レクリエーション(同好会)を通じて親睦を深める   

           ④例会の多様化を模索する 

 

【会場監督】・・・丹羽司一委員長 

＊本年度の方針…①ガバナー補佐を輩出したクラブとして、より秩序正しく品位ある例会を常に維持することに 

努める。 

        ②厳粛な中にも親しみのある例会運営を目指す。 

＊本年度事業計画…①会長、役員会の方針に従い、例会運営委員会と連携を密にして会員相互が和やかに歓談

ができる秩序ある楽しい例会を目指す。 

              ②例会時の環境に配慮し、出席率の向上と会員各自の存在感を高めるようにする。 

 

【会員増強委員会】・・・丹羽司一委員長 

 ＊本年度の方針…①会員相互の輪を密にして増強を努める。 

②退会防止に努める。 

③未充填職業の開拓と正確な職業仕分けをする。 

＊本年度の事業計画…・会員一人ひとりが増強委員となり増強を目指す。 

          ・女性会員の増強を積極的に目指す。 

          ・本年度 3名以上会員増加を計る。 

 

 【社会奉仕委員会】・・・山田文明委員長 

＊本年度の方針…「真のロータリアンになろう．ロータリアンを見つけよう」の地区テーマの精神のもとに 

         地域に必要とされる社会奉仕活動、環境保全活動など実施し、地域の人びとと共に笑顔を 

         広げる。 

 ＊本年度の事業計画…・地域に密着した奉仕活動に積極的に参加してロータリーアンの公共イメージを高める。 

            （ごみゼロ運動への参加、香流川環境美化運動への参加） 

               ・15周年を迎え、過去の奉仕活動を検証してより地域の人びとと共に笑顔が拡がる奉仕 

             活動を計画・実践する。 

 

 



【青少年奉仕委員会】・・・奥野悦弥委員長 

 ＊本年度の方針…①様々な活動を通じ、次世代リーダー育成とソーシャルメディアの積極活用により公共イメ

ージと認知度の向上に努める。 

＊本年度の事業計画…・卓話などを通じ他クラブとの相互交流を深め青少年奉仕活動を知り、国際交流の推進 

           と理解を深める。また、SNSなどを用いた情報の活用を考える。 

 

【親睦活動委員会】・・・伊藤 真委員長 

 ＊本年度の方針…①会員同士の親睦を計る。 

         ②クラブ内で友愛を広げクラブの活性化を計る。 

                 ③真のロータリアンについて学ぶ。 

＊本年度の事業計画…・例会会場が出会いの場になるようなプログラム作りをする。 

                 ・夜間例会などを利用して出席したくなるような例会作りをする。 

                   ・出席者同士が平等に語り合える例会運営に努める。 

                ・ 職業分類を活かした自分たちらしい例会を実施する。 

 

 【出席委員会】・・・林 正俊委員長 

＊本年度の方針…①例会への参加により、親睦を深めるために出席率の向上を図る。 

         ②ニコボックスに各会員や家族、事情等の出来事を発表して頂き、出席者で祝福し喜びを 

         共有する。 

＊本年度の事業計画…・例会への出席状況を伝助等を利用し把握して、例会出席率の向上を図る。 

          ・各種大会への出席の要請 

 

【広報・会報・雑誌委員会】・・・小谷恒夫委員長 

＊本年度の方針…①「ロータリーの友」等の出版物を通して会員の関心・知識の向上に役立ててもらい、より 

         良い活動への理解を深める。 

                ②ロータリークラブとして文化・芸術を通して市民等と積極的に交流し、公共イメージを高

め広める。 

                ③雑誌など良い記事にはコピーをして全員に配布し、共通の情報や意見などの交流を広めて

いく。 

＊本年度の事業計画…・委員会報告において毎月「ロータリーの友」「地区報」の熟読をお願いする。 

          ・会長、幹事をはじめ当クラブ会員の投稿を進める。 

          ・ＨＰの充実を図り、地区とクラブの関係を強化する。 

          ・地域の行政機関・報道機関、各種団体へ、ロータリークラブの活動状況について情報

提供する。 

 

【米山記念奨学委員会】・・・神谷恵理委員長 

＊本年度の方針…①ロータリーの理想とする国際理解と親善に寄与することが米山記念奨学会の事業目的であ

るところを会員に周知させていく。 

＊本年度の事業計画…・この事業に必要な資金は、全てが寄付金によって賄われており、寄付と特別寄付とも

に会員に寄附への協力をお願いしていく。 

          ・米山月間である１０月には、会員へのＰＲを行い協力をお願いするとともに米山功労

者、功労法人等の増加に努める。 

 

【研修委員会】・・・青山和成委員長 

＊本年度の方針…①会員がロータリーについて理解を深め、特典と債務を十分把握できるよう情報を提供する。 



         ②ロータリー歴の長い会員の方に、ロータリー活動の基本的進め方の発表の機会の充実化。 

＊本年度の事業計画…・入会候補者に会員の特典と債務に関する情報を提供する。 

          ・新会員に対する教育、研修の機会をつくり、早く理解していただく。 

          ・会員家族へのロータリー活動の情報を提供し理解していただく。 

          ・会員同士の情報化の共有化の推進。 

 

【ロータリー財団委員会】・・・白石政二郎委員長 

＊本年度の方針…①国際ロータリー財団について、使命等周知徹底を計る。 

＊本年度の事業計画…・ロータリークラブの寄付目標の達成 

           １）Every Rotarian Every Year(毎年あなたも 150ドルを)周知徹底する。 

           ２）大口寄付者をお願いする。 

          ・ロータリー財団について研究と知識を深める。 

          ・地区補助金の活用を計る。 

 

【国際奉仕委員会】・・・宮下智香子委員長 

＊本年度の方針…①国際奉仕の４項目を実践して、奉仕を体験する。 

           １）世界社会奉仕 

           ２）世界大会の参加 

           ３）国際交流 

           ４）世界の貧困・教育の勉強 

＊本年度の事業計画…・他国地区、クラブとの友好 

          ・世界大会に参加する 

          ・地区プロジェクトに参加する。 

 

【職業奉仕委員会】・・・吉田 濵一委員長 

＊本年度の方針…職業奉仕の実践とは、あらゆる職業において最も高度な商業道徳、職業道徳を守るという 

        ことであり、常にそれを念頭において日々行動し、自己の職業の中で社会へ貢献するよう 

        勤める。 

＊本年度の事業計画…①会員間の職場理解を深める。 

           ・例会時に１人３分間程度のスピーチを行い、互いの仕事への理解を深める。 

          ②異業種訪問を進める。 

           ・異業種交流によって、会員の理解を深めるとともに、RC活動への理解を深める。 

 

【会 計】・・・田中信子委員長 

＊本年度の方針…①会員の支払期限の厳守及び連絡の徹底化 

        ②クラブ資金の受入れ、支払いの明確化 

        ③予算内活動推進 

＊本年度の事業計画…・支払については、毎月末締め切り、翌月１０日支払い。 

          ・毎月収支決算を提出して、収支内容と各科目の予算額と実績額をチェックする。 

                
6 月 7 日(火) 

6 月 19 日(火) 6 月 21 日(火) 6 月 28 日(火) 

年間回顧 

（現各委員会委員長） 

親睦家族例会 

 

 

年間回顧 

(現会長・幹事) 

 

 

夜間例会 

 

 

(トヨタ博物館) (南知多) (トヨタ博物館) (食楽館) 
 


