
 

 

 

 

 

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 青山和成 幹事 中川清子 会報 日野典子   事務局 TEL:0561-64-5446 

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

ロータリー：変化をもたらす 
本日 第 683 例会 2017 年 8 月 22 日（火曜日)第 675 号 

 

＜本日のプログラム＞ Today’s Program    

 

     歓迎     ガバナー補佐訪問 
 

◇ 点 鐘                             

◇ ロータリーソング  「我らの生業」 

  

 卓話者：東尾張分区 

     ガバナー補佐 鈴木文勝 

 演 題：「ロータリーを楽しもう」 

前回 第 682 回例会 2017 年 8 月 1 日（火曜日)記録 

＜ロータリーソング＞   「君が代」「奉仕の理想」 

 
        

＜出席報告＞ 

  ハンバーグセット 

 

 

員総数 19 名  

出 席 者 15 

 

名 出席率 79.00 ％ 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  

会 長 青山 和成 
     

皆さんこんにちは、最近は大気が不安定で所々でゲリラ豪雨が原因で川が決壊したり

土砂崩れが起きたり雷が落ちたりで大変な事に成っていますが、私も会長に成って表敬

訪問や研修会やセミナーなどでかなり不安定な状態ではありますが、頑張って会長職を

務めて行きたいと思います。宜しくお願いします。では今回は、これだけは知っておきたいの「ロータリーの基

礎」から３ページのロータリーの歴史と４ページのロータリーの奉仕理念を読みたいと思います。 

ロータリーの歴史 

ロータリーの誕生とその成長 

 20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の陰で商業道徳の欠如が目につくようになっていました。 

ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青年弁護士“ポールハリス”はこの風潮に堪えかね、友人 3 人と

語らって、お互いに信頼できる公正な取引をし、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ました。ロータリークラブとは集会を各自の

事務所持ち回りで順番に開くことから名付けられたものです。 

 こうして 1905 年 2 月 23 日にシカゴ・ロータリークラブが誕生しました。それからは志を同じくするクラブ

が次々各地に生まれ、国境を超えて、今では世界 200 以上の国と地域に広がり。クラブ数は約 34,000、会員数

は約 1,220,000 人に達しています。そして、これら世界中のクラブ連合体を国際ロータリーと称します。 

 このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫理を重んじる事業と専門職務に携わる人の集まりなので

すその組織が地球の隅々まで拡大するにつれてロータリーは世界に眼を開いて、幅広い奉仕活動を求められるよ

うになり、現在は多方面にわたって多大な貢献をしています。 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１７－２０１８ 
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日本のロータリー 

 わが国最初のロータリークラブは 1920 年(大正 9)10 月 20 日に創立された東京ロータリークラブで、翌 1921

年 4 月 1 日に世界で 885 番目のクラブとして、国際ロータリーに盟が承認されました。 

 日本でのロータリークラブ設立については、ポールハリスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡大

に情熱的に取り組んだ、初代事務総長チェスリー・ペリーと、日本のロータリークラブ創立の準備に奔走した米

山梅吉、福島喜三次などの先達の功を忘れることはできません。 

 その後、日本のロータリーは、第 2 次世界大戦の波に洗われ、1940 年に国際ロータリーから脱退します。戦

後 1949 年 3 月になって、再び復帰加盟しますが、この時、復帰に尽力してくれたのが国際ロータリーの第 3 代

事務総長ジョージ・ミーンズでした。 

 その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚ましいものがあります。ロータリー財団への貢献も抜群で、

今の国際ロータリーにおける日本の地位は不動のものになりました。現在、日本全体でのクラブ数は約 2,300 ク

ラブ、会員数は約 87,500 人となっています。 

ロータリーの奉仕理念（Rotary Ideal of Service） 

－奉仕の理念－2 つのモットー－ 

 日本のロータリーの創始者、米山梅吉氏は“This Rotarian Age”「ロータリーの理想と友愛」の翻訳に当たっ

て、 日本のロータリーの創始者、米山梅吉氏は“This Rotarian Age”「ロータリーの理想と友愛」の翻訳に当

たって、“The Ideal of Service”を「サーヴィスの理想」と訳しましたが、2013 年、ロータリの綱領の全面的な

改訳に伴い、「奉仕の理想」から「奉仕の理念」と訳されることになりました。また、数多いロータリーの公式

文章の中で奉仕の理念に触れているのは「決議 23－34」のみです。 

決議 23－24 には「ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務およびこれ

に伴う他人のために奉仕したいという感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげようとするものである。この

哲学は奉仕―「超我の奉仕」“Service above self”の哲学であり、これは、「最もよく奉仕する者、最も多く報い

られる」“He profits most who serves best”という実践的な倫理原則に基づくものである。」と定義されていま

す。 

 すなわちロータリーとは二つの理念であり、その一つはシェルドンが提唱した「最もよく奉仕する者、最も多

く報いられる」“He profits most who serves best”のモットーで表現される職業奉仕の理念であり、もう一つは、

他人のことを思い遣り、他人の為に尽くすという「超我の奉仕」“Service above self”のモットーで表現される

人道的奉仕理念だということができます。 

 さらに、昔の公式名簿(Official Directory)の最終ページに記載されている Brief History of Rotary には、奉仕

の理念とは、「他人のことを思い遣り、他人のために尽くす」“thoughtfulness of and helpfulness to others とい

いう解釈がつけられています。 

 ポールハリスはその著者の中で、ロータリーの「奉仕の理念」について『ロ―タリーの概念する奉仕の理念と

は、物の過程の最初に奉仕を置くものである。最も愚かな方法は金銭に集中することである』と述べ、さらに『有

史以来、偉人中の偉人たちが、その言葉や態度で示したものは、「奉仕第一、自己第二」“Service above self” 

という、まさにロータリーが要約した教義(スローガン)を忠実に守ることであった。と説明しています。 

 

＜委員会報告＞ 

【祝 福】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8月 10日 神谷 恵理 

 8月 28日 冨田 盛義 

8月 29日  林 正俊 

  

    

   

   

              

    



■ニコボックス委員会■ 

・神谷さん、富田さん、林さん誕生日おめでとうございます。日野さん卓話宜しく御願い     青山 和成 

 します。本日も宜しく御願いいたします。 

・大変暑い中ご苦労様です!!この夏楽しいロータリー例会を心がけましょう!!                     丹羽 司一 

・暑い日が続いております。服を脱いでも暑いです。山田さんのうちわをもらいこの先生きて   冨田 盛義 

 いけそうです。 

・暑い中お疲れ様です。本日もよろしくお願いします。                    伊藤 広治 

・8 月のお誕生日おめでとうございます。神谷さん 冨田さん 林さんおめでとう～       日野 典子 

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

  

・日野さん卓話楽しみです。神谷さん 冨田さん 林さんお誕生日おめでとうございます。     山田 文明 

 おいでいただきありがとうございます。 

・日野さん卓話ご苦労様です。本日もよろしくお願いします。                 吉田 濱一 

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

・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 

・本日も宜しくお願いします。神谷さん 冨田さん 林さんお誕生日おめでとうございます。    奥野 悦弥 

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

・皆様本日も皆様宜しくお願い致します。冨田さん 林さんお誕生日おめでとうございます。   神谷 恵理 

・八月のお誕生日の皆様おめでとうございます。今日も暑いですネ。夏バテに気をつけて元気で  大月 涼子 

 行きましょう! 

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

    “  貸金業
かしきんぎょう

  メガバンク買って  無人
む じ ん

君
くん

  金利差
き ん り さ

ビックリ
び っ く り

１００％
ひっゃくぱーせんと

 ” 

 

＜幹事報告＞ 

① 本日例会終了後、第 2回理事役員会が行われます。理事役員の方は例会終了後お集まりください。 

 

② 次回例会 8/8・15 と 2週続きで同週祝日振替休会になっております。次回例会は 8/22(火)ガバナー補佐訪問 

   になっております。皆様ご多忙中とは存じますが万障繰り合わせの上ご出席いただきますようお願いいたしま 

す。 

尚、8/22(火)ガバナー補佐訪問ご案内をメール・FAX のどちらかで送らせていただいておりますので、返信期日

までにはご出欠のご連絡をよろしくお願いいたします。 

補佐訪問につきましてはクラブといたしましては、全員参加でお迎えしたいと思っておりますので、皆様よろしく

お願いいたします。 

 

③ 2017－18年度上期会費につきましては、7月末日までとなっております。まだお振込をさせていない方は 

早急にお振込みをよろしくお願いいたします。 

 

【理事会事項】 

・九州北部豪雨お見舞い送金…他クラブに合わせる。 

・職場例会(9/26)名古屋画像クリニック 17：00集合予定 

・長久手市民まつり参加について…・野菜販売方法等について担当の山田さんと検討。パッケージ、印刷費等の検討。 

・書道展教育員会の後援確認承認。  ・8/5.6 サッカー大会への寄付の承認。 

・今後例会開催については、曜日・時間の変更等各会員にアンケートを行うことにする。 

・今年度もラオスへの 10万円の協賛を行う。 

 

 

 



＜卓 話＞         「ロータリーの公共イメージ」          卓話者：日野典子 

                              

国際ロータリー第 2760地区 2017年−18年地区公共イメージ向上委員会の事業計画です。1・(公共イメージ

向上)に関する情報提供と協力依頼の継続 

 

     1)地区内クラブへ卓話による情報提供。マイロータリーの Rewardの寄付に関して等 

     2)地区大会、委員長会議(各クラブに幹事と担当委員長の 2名に出席要請)諸委員会等でのプレゼン 

 

2・地区内クラブの社会貢献と地区委員会活動のニュースリリース発信 

 

3・My Rotary. 登録促進の継続 

       1)BenchMark. E-mailbox. Newsの発行 

       2)My  Rotary  cardの発行 

 

4・Webによる情報発信の継続 

       1)地区ホームページの強化 

       2)ガバナーFacebook でガバナー活動報告発信のサポート 

 

個人情報保護に関して 

 

SNSを使った情報発信は有効なので利用して欲しい。 

 

その時に映像が好感要素になるので使って欲しい    

但し、映像に映り込む一般市民の写真の取り扱いに注意して下さい。 

地区公共イメージ向上委員会としての一般の方の顔写真の取り扱いに関してのガイドライン 

1・Web,SNS等に掲載して一般公開する写真は、原則として本人の同意を文書で得る事。 

2・ロータリークラブが企画もしくは関係する事業で一般のかたも参加する場合には、その案内の中に公益

目的で写真等の画像を使用する事がある旨を掲示する。 

3・また、その案内や使用した媒体中に、本人から個人が特定できる画像の公開を望まない場合に申し出る

先として、担当宛のメールもしくは FAX番号等を掲示する事。 

4・本人から申し出があった場合には、可及的速やかに削除もしくは本人の特定ができないような処理を行

い、その旨の返事を可能であれば当事者に伝えること。 

この内容は必ず守る事。 

  

テクノクラート仕事より紹介 

 

放映「1942年のプレイボール」               

戦前から戦後にかけて、日本のプロ野球で活躍した４人の兄弟がいた。 

野口 明、二郎、昇、渉。 

中でも、次男の野口二郎は、“大谷翔平”に匹敵する二刀流で、休まずに試合に出続ける姿は“鉄腕”と賞

賛された。 

しかし、戦争の影が次第に兄弟たちの夢を引き裂いていく。 

「野球がしたい、戦争なんかに、その大事な気持ちまで奪われたらいけない」 

戦況悪化とともに死を身近に見つめる若者たちが、４人そろってプロの場で活躍することは叶うのか。 

野球を通して絆を強め、青春を燃やした４人の兄弟たちの姿を感動的に描く、スペシャルドラマ。 

脚本は八津弘幸さん。主人公・野口二郎役を演じるのは、NHKドラマ初主演の太賀さん。二郎の兄・野口明

役を勝地涼さん、明の婚約者・喜美子役を忽那汐里さんが演じます。 

脚本の八津弘幸さんは 2017年春の連ドラ『小さな巨人』脚本協力。『半沢直樹』、『ルーズヴェルト・ゲ

ーム』、『下町ロケット』というヒットドラマの脚本で知られる方で期待は大きいです。戦争と野球を題材

に兄弟の物語ということで、終戦記念日を迎える日本の 8月にふさわしいドラマになりそうです。 

                                ８月１２日 NHK 19:00より放映                                 

 



 

会長を終えて… 

2016年〜2017年の会長を終えて感じたことは、会長という役職が日野典子では無く愛知長久手ロータリー

クラブの 1人としていろんな会に出席していました。他のクラブの皆さんはこの私が愛知長久手ロータリー

クラブの代表で来ているという意味です。 

その為に私は私の行動が長久手ロータリーの行動に取られてしまうと思いながら周りの方々とお話しさせ

て貰いました。 

会長になってから次々と 4ロータリークラブの表敬訪問、12ロータリークラブの会議、地区大会の後の晩

餐会などあらゆる所へ行かさせていただきました。 

余りにも目まぐるしい会合のスケジュールの為か昨日何処のクラブに挨拶に行かせて貰ったのか忘れって

しまう程でした。 

そこでいろんな方とお話しをさせていただき会長になって初めて分かる事が色々ありました。 

ロータリーの柱が 5つでありその１つ１つに深い意味があり追求すると納得できる事。これは 5大奉仕の委

員長になって委員長会議に出席するとお勉強していろいろ考える所があります。そこで同じ考えを持つ人と

奉仕をしていく楽しさが分かるとロータリーって面白いな‼ と︎思えるようになるのです。そしたら次はここ

へ行こうとか次は何をしたいなぁ!なんて考える様になります。もちろん、その同じ価値観のロータリアン

が居てこそのことです。必ず自分と同じ考えのお友達に出会えるはずです。 

そして、地区のお仕事とは 2760 地区の事です。良く地区、地区と言いますがそれは 2760地区の委員長会議

の事です。そこで他のロータリークラブが何を積極的に行っているのかを知る事です。それを持って自クラ

ブで何が出来るのかを考えて行くのです。 

地区に行くと 2760地区の 81のクラブから委員長が出て来ます。本当にいろんな方と出会える機会です。 

そして愛知長久手ロータリークラブも交換留学生の大役が始まりました。これは新世代奉仕の分野になりま

す。30歳までの青少年達の為にロータリークラブを通じて次世代のリーダーを作るプロジェクトです。2007

年規定審議会で 4大奉仕として採択された項目ですが 2010年規定審議会で第 5項目として新世代奉仕が加

わりロータリーの哲学として 5 大奉仕になったのです。 

米山記念奨学事業は、また別の事業になります。ここは、全国のロータリアンの寄付金を財源とした 5大奉

仕とは全く違うものです。 

まだまだいろんな事がこの 1年間に点と点であるものが繋がって来た年になりました。 

 

仕事以外でこんなにいろんな事が討論出来る仲間に会いお互いに同じ方向を見て進んで行けるなんて素晴

らしい事だと思います。この 1 年間本当にお勉強になった 1年でした。そしてやっと会長になる事でロータ

リーの中身が少し見えて来た様な気がしました。有意義な 1年を本当にありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 29 日(火) 9 月 5 日(火) 9 月 12 日(火) 9 月 19 日(火) 

 

卓 話 

 

 

クラブフォーラム 

   祝 福 

 

ガバナー公式訪問 

 

 

同週祝日振替休会 

 

     

(トヨタ博物館) (トヨタ博物館) (サンプラザシーズンズ)  

 


