
                              

本日の例会 
   

第 18６０回  2022年(令和 4年) ８月 2日（火） 

 卓話 : 柳橋市場名古屋中央市場水産物協同組合

  元理事長   浅岡 哲也 様  
 「土用の丑～関西と関東の違いとこれからの柳橋市場」 

 
   

前回の例会 
 

第 1859回  2022年(令和 4年) ７月 26日（火）曇 

友愛の日 ・ クラブフォーラム 
 
 

◆奉仕の理想 

◆四つのテスト SONG 

◆ゲスト紹介  1名 

 米山奨学生 ウンドリナさん 
 

◆出席報告 

 正会員  ２９（２3） 名    出席 ２1名 

 出席率  ９1.30 ％ 

 

 お誕生日おめでとうございます ♪                             
 

 ☆8月会員誕生日お祝い    

福井 浩道君 （8/4）     伊藤 健文君（8/17）     

太田 和孝君（8/27） 
 

 ☆8月ご夫人誕生日お祝い    

堀江 宏輝夫人（8/31）   

 ☆8月結婚記念日お祝い    

東原 相次郎君（8/8） 
 

 
 

 

 

 

 

          太田幹事報告                       
 

１. 本日例会終了後、クラブアセンブリー、理事役員会を 

行います。 理事役員、各委員長は 4 階 「栄の間」

へお集まり下さい。 

２． 2022年規定審議会にて決定された案件のご案内 

   ／クラブに関連する重要な変更： ．．． 

３． 東山動植物園ナイト ZOO＆ガーデンの招待券ご届 

   いておりますので要りようの方はお帰りに受付にて 

   お受け取り下さい 

  

 
 

       林会長挨拶               
 

今日も先回につづき、奉仕と言う言

葉を少し考えてみたいと思います。 

ロータリーとライオンズクラブとの違

いがよく言われます。私はライオンズ

クラブに入会していませんので、よく

知らないのですが、なにが違うのか

先輩に聞いてみたら、ライオンズは

「We Serve」、みんなで奉仕しようというのが基本だそ

うです。しかし、ロータリーは「I Serve」で、会員、ひとり

ひとりが自分で奉仕してゆこうという概念です。 

だから、地域クラブでやっている奉仕事業は、奉仕のサン

プル事業のようなもので、奉仕の疑似体験をしていると

いうようなことととらえていて、本当の奉仕は、それぞれ

が社会の中で実践してくださいということになっていま

す。また、みんなで力をあわせることで、個人ではできな

いことも大事です。ポリオゼロのようなものですね。 

ロータリーの奉仕は個人個人の発意にあるということで、

そして、奉仕の主体はロータリアンひとり一人にあります。 

ロータリークラブはロータリアンに奉仕をさせるためのク

ラブであって、クラブが団体として奉仕するのは本筋では

ないようです。それは例会や組織をみてみると分かって

きます。 

たとえば、役員が一年交代のことも、団体の目的が奉仕

にあれば、適切な人材を継続的に使う方がずっと合理的

です。なのに、役員や委員の一年交代制を敷いているの

は、会員に奉仕の勉強を実践してもらいたいためと言う

ことのようです。 

                

３ 



 

地域のどこに奉仕の必要があるか。これに奉仕するには

どんな手順をふむのか。いろいろと奉仕のことを学ぶと

言うことです。 

世間では、ロータリーのことを評して、金持ちの昼めし会

と言われている。そんな風にみえるだろうなとも思います

が、一応、奉仕団体だと説明しても、「奉仕、奉仕と言う割

には、地域社会にそんなにたいしたことをやっているわけ

ではないじゃないか」とか、「立派な社長や先生たちが集

まった会にしては仕事の規模が小さくないか」と言われそ

うです。 

しかし、この批判は甘んじて受けます。なぜなら、地域ロ

ロータリーの寄贈品などは、地域ロータリーの作品みたい

なもので、実習作品にすぎないからです。寄付などが主

眼ではなく、そのことを出発点として社会の問題に取り組

んでゆくようになる手がかりを得るようなものです。 

ロータリーは大学病院のようなものだそうです。大学病院

は患者の治療もやりますが、主眼はよい医者を育てると

ころにおいています。ロータリーは社会のために、事業な

どに成功した質の良い地域社会の指導者に、社会に奉仕

する機会と考察を提供して、社会をよくするためにいろ

いろなところで働いてもらおうとする団体でそういう人

を育てるところと言うことになります。 

ですから、授業である例会の出席にこだわったり、ロータ

リーに見学席はありませんというようなことを基として、

参加することが重要なのだということを奨励しているわ

けです。 

これは私見ですが、ロータリーは個々人に奉仕という行

動を社会のため善行を行うように訓練するクラブである

として、ロータリークラブが唯一、我々会員に提供しよう

と考えていることは、「奉仕と言う概念が人生と心を豊か

にする」ということを実感させてくれることではないかな

と感じています。 

 

 
 

 

◆第 32回インターアクトクラブ年次大会 出席報告 

青少年奉仕委員長 朝倉寿宜君 

 

７月１８日、海の日に開催されたインターアクトクラブ年次

大会に出席して参りました。 

１９校のクラブから活動報告がなされました。 

多くはパワーポイントを使った報告でしたが、桜花学園さ

んは、ハンドベルの演奏と手話の実演を、メンバーが会場

全体に散らばり出席者の目の前で行われまして、とても

印象的な発表になりました。 

また、今年の派遣研修も知覧・屋久島の国内となり、結団

式が行われました。 

この派遣研修のほか、豊橋や岡崎のクラブは同じ市内の

他のクラブと合同での活動があるとのことですが、他で

はあまりそのような報告がみられず、あまり合同での活

動はないのかなと思いました。私が不勉強で知らないだ

けかもしれないのですが、相互交流の機会がもっと増え

るとよいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

◆米山奨学生ウンドリナさんへ 7月奨学金授与 
 

 
 

➢ スピーチ  内モンゴルについて                       
 

内モンゴル自治区 

 
 

 内モンゴル自治区は中華人民共和国の内陸部に位置 

 し、北はモンゴル国・ロシア連邦と接している。 

 面積：1,183,000平方キロメートル、日本の 3倍 

 人口：約 2400万人（2020年） 

 重要民族：漢族 80％、モンゴル族 17％、その他 3％ 
 

内モンゴル自治区の行政区画  12区画 

     ウンドリナさんの実家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                           首都 フフホト 

 

  言語：中国語とモンゴル語が公用語である。  

    （中国語が全くできないモンゴル人もいる。） 

   ◆内モンゴル：ハルハ方言 

   ◆モンゴル国：チャハル方言 

  文字： 

   ◆内モンゴル：伝統的なモンゴル文字 

   ◆モンゴル国：キリル文字 

              

 

 

 

内モンゴルでは看板はモンゴル語と中国語を併用 



 

 

   クラブフォーラム  各委員会今期活動計画                                  

 
◇職業奉仕委員会    委員長  長谷川 亨君    

 

職業奉仕委員長を拝命いたしました

長谷川です。私を含み 6名の委員で

本年度の会務を進めてまいります。

本年度は「事業を通し、ロータリーの

職業奉仕精神の理解を深める。」を

事業目的とし、例年通りの職場例

会、節分例会、優良従業員表彰など

の事業を行うとともに、ロータリーの職業奉仕について

学ぶ例会の開催も進めてまいりたいと考えております。1

年間どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 

◇社会奉仕委員会    委員長  福井浩道君                       

 

本年度の社会奉仕委員会は副委員

長に吉田さん、 

委員に足立さん、大谷さん、河合さ

んのメンバーです。 

事業計画としては例年のものを継承

し以下の事業を予定しております。 

・千種警察署及び千種消防署より対

象者を推薦頂き優良職員表彰の実施。 

・年末会員家族会でのチャリティ募金活動を行い中日新

聞へ募金の実施。 

・地区補助金事業として児童養護学園の子供たちとのス

ポーツイベントの実施。 

・子ども食堂支援事業として、食料の寄贈及び寄付の実

施。 

会員の皆様には協力の要請を度々行うこととなります

が、ご理解のほどお願いいたします。 

 

 

◇国際奉仕委員会    委員長 松岡多加倫君                             

 

昨年に引き続き、国際奉仕委員会の

委員長を仰せつかりました松岡多加

倫です。今年もよろしくお願いしま

す。 

 今年度も NPO 法人キャンヘルプ

タイランドの活動を支援しながら、タ

イ、カンボジアへの奨学金、給食等の

支援をおこなう。 

コロナの状況が収まるようなら当クラブのメンバーと共

に、タイ、あるいはカンボジアへ行き、現地に足を運んで

みたいとは思っています。 

 また、タイ「カサロンの家」へのノートパソコン支援事業

も行います。 

米山記念奨学委員会は、 

内モンゴル出身のウンドリナさんを本年度から２年に渡り

支援いたします。 

ロータリー財団寄付、地区目標 お一人 180 ドル寄付。 

米山奨学寄付 お一人 20,000 円寄付目標達成にも、皆

様のご理解とご協力を賜りたいと思っております。 

どうぞよろしくお願いします。 

◇青少年奉仕委員会     委員長 朝倉 寿宜君                                

 

青少年奉仕委員会の本年度の事業

計画は、例年にならったもので、提

唱ＲＣとともに桜花学園インターア

クトクラブ・名古屋名城ローターアク

トクラブを支援すること、及びＲＹＬ

Ａ等を通じた次世代のリーダーの育

成を図ることです。 

具体的活動としては、先ほどご報告いたしました年次大

会のほかには、今年８月の桜花学園インターアクトクラブ

の活動報告、来年３月のＲＹＬＡセミナーへの参加を予定し

ております。 

このほか、ローターアクト例会への参加など、ローターア

クト委員会の活動の支援も行っていく予定です。 

 

 

 第 1回 理事役員会議事録         7月 26日    

【審議報告事項】 

１． 2025年規定審議会に向け「立法案」提出の件 

   クラブより提出案なし    

２． 2025-26年度ガバナー候補の推薦について 

   クラブより候補者推薦なし    

３． 東名古屋分区 IMについて 

   日 時／ 2023年 2月 28日〈火〉 

   テーマ／危機の時代に描く子供たちの未来 

 ～今我々が為しうる次世代への奉仕とは～ 

   構 成／・式典  

   ・講演 講師：藤原紀香氏  

     同氏の支援活動写真展〈別会場にて〉 

   ・分区内クラブの社会奉仕事例紹介 

   ・懇親会 

   登録料／17,000円  

   予算案／IM事業費 約 1,200万円  

   資金不足の場合、クラブ財源「運営資金準備金」の使 

   用を認める   

４． クラブ 40周年記念式典 講師の変更について 

   記念講演講師 陳建一氏の体調不良により急遽、記 

   念講演講師を選定。実行委員会にて、講師を経済評 

   論家 髙橋洋一氏に決定いたしました。  

５． 前期決算および今期予算報告〈7月 7日会計監査済〉 
 

理事会の前に第 1回クラブアセンブリーが開催されました

（各委員会委員長出席） 

 

 
 

鈴木 聖三 

最近錦の夜が暗く寂しく思っています。何とか盛り上げ 

たいものです。今はモテますよ。 

福井 浩道 会員誕生日お祝い 

太田 和孝 会員誕生日お祝い 

東原相次郎 結婚記念日お祝い 
 

足立 一郎 朝倉 寿宜 長谷川 亨 

林  永芳 池森 由幸 樫尾 富二 

河合 隆史 松岡多加倫 宮尾 紘司 

中村 明文 大谷  恩  笹野 義春 

重見 有美 舎人 経昭 山村 雅美 

吉田  玄 
                    20件計 ８６，０００円 

ニコボックス 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

➢ ロータリーボイス                             

世界で行動する人びとの体験談とストーリー 
 

広島から世界に目を向けて ～ここで自分たちにできることを 

投稿 5月 16日,2022 

マツダ スタジアムで実現した「ロータリー奉仕デー」 

寄稿者：田中 朋博 

（広島西南 RC会員、RID2710 地区公共イメージ委員長） 
 

 国際ロータリー第 2710 地区では、広島県と山口県の 72 の

ロータリークラブがそれぞれの地域ならではの奉仕活動を行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナ禍で迎えた 3 年目の春、2022 年４月 28 日に、初め

ての地区内クラブ合同奉仕事業となる『国際ロータリー第2710

地区 ロータリー奉仕デー in マツダスタジアム』を実施。広島東

洋カープの主催試合にあわせて、マツダスタジアム、広島駅とマツ

ダスタジアムをつなぐカープロードなど計７カ所で募金を呼びか

け、スタジアムの入場ゲートなどで資料配布やロータリークラブの

公共イメージ調査を行いました。 

 今回の事業は、国際ロータリーが長年にわたって続けているポ

リオ（小児まひ）根絶のための活動（エンドポリオキャンペー

ン）と、ロシア軍の侵攻を受けるウクライナにおいて被害を受けた

方々への支援を目的として行われました。 
 

  
約 50名のインターアクトも参加 

 

「多様性を受け入れ、相互理解を深めよう」という掛け声のも

と、ローターアクト（18～30 歳の青年男女）やインターアク

（12～18 歳の中高生）、米山奨学生（勉学・研究のため

に日本に在留している外国人留学生）をはじめ、日本青年会 

議所、広島青年会議所などの他団体とも連携。広島にゆかり

のあるウクライナご出身の方々も加わり、総勢 323 人が活動に

参加し、奉仕活動終了後には野球観戦を通して親睦を深めま

した。 
 

多様性を受け入れ 相互理解が深まる世界に向けて 

24,394 人の野球ファンがマツダ スタジアムに応援に駆け付け

た当日。奉仕活動に参加した323人は、広島東洋カープとコラ

ボした赤いエンドポリオ Tシャツを着用。ロータリークラブのさまざま

な取り組みを1冊にまとめたパンフレットと、表面に広島東洋カー

プ、裏面にエンドポリオのロゴが入ったオリジナルうちわをマツダスタ

ジアムの入場者やファンの方々に配布しました。 
 

 
 

スタジアムバックスクリーンの大型ビジョンでは、当日の奉仕活動

についての告知やエンドポリオの CM 動画を放映。ロータリークラ

ブの活動をより多くの人に知っていただけるよう、積極的に情報 

発信を行いました。活動にあたっては、メディア向けにプレスリリー

スを発信。地元の新聞やラジオ、ニュース番組など 10 以上のメ

ディアで取り上げていただきました。 

国際ロータリー第 2710地区 2021-22年度ガバナーの杉川

聡氏は「ロシアによるウクライナ侵攻に強く心を痛めています。ポリ

オ根絶だけでなく、みんなのために、そして未来のためになにがで

きるのか、平和を願って取り組みたい。多様性を受け入れ、相

互理解が深まる世界に向けて、今回のような活動が少しでもき

っかけになればという思いです」とメッセージを発信されました。 
 

＊続きは My Rotary からご覧いただけます。 

 

 

 
 

 

 

８月９日（火）～１５日（月） 事務局夏季休暇 

  ＊緊急のご連絡はポケット名簿の緊急連絡網に沿って 

                         お願いいたします 

  

 

次回例会 :  2022年 ８月 16日（火） 12：30  名古屋東急ホテル３階 錦の間 

友愛の日 

 

https://rotaryblogja.org/2022/05/16/%e5%ba%83%e5%b3%b6%e3%81%8b%e3%82%89%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ab%e7%9b%ae%e3%82%92%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a6-%ef%bd%9e%e3%81%93%e3%81%93%e3%81%a7%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%ab%e3%81%a7/

