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こころの中を見つめよう
ReachWithintoEmbraceHumanity

博愛を広げるために
2011～2012年度RI会長カルヤン･バネルシー

NO 6

は､福島県第2530地区に対して個人放射線測定器を

6台寄贈いたしました。

この件に関しましてのお礼状が届いておりますので、

その全文をここでご紹介申し上げます。
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2011年8月4日

名古屋千種ロータリークラブ

会 長 池森由幸様

直前会長 三好親様

国際ロータリー第2530地区

直前ガバナー 大橋廣治
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第1373回 平成23年8月9日 （火）晴

ガバナー補佐訪問

◆それでこそロータリー

●ビジター紹介

東名古屋分区 大口弘和ガバナー補佐

第2760地区 石原稔久地区副幹事

東名古屋分区 谷口優分区幹事

東名古屋分区 吉田玄分区幹事

●出席報告

会員 42（33）名 出席31 名

出席率 93． 94％

前々回 7／26（修正出席率）97． 22％

前略この度、3月11日の東日本大震災にあたり、心

温まるお見舞のお言葉を頂き、衷心より厚く御礼申し-'二

げます。

去る3月11日午後2時46分。誰もが夢想だにしなか

った驚天動地、国内史上最大、マグニチュード9． 0の

想定外の大地震が岩手県・宮城県・福島県・茨城県の太

平洋沿岸を襲いました。

最も恐れられる巨大津波を引き起し、原発の深刻な事

故は、放射能漏れという最悪の事態となりました。地

震・津波・原発放射能漏れ、そして、風評被害と福島県

は、四重苦の天災と人災の真只中にあります。

大変痛ましいことに我が地区では、艤牲者の中に、

死亡者1名・行方不明者2名のロータリアンがおられま

す。奉仕の志を持って、共に活動してきた仲間を失う悲

しみは言葉には言い表せません。

そんな折、貴地区様より、放射能測定器のご支援のお

話を頂き、筆舌に尽し難い「ロータリーの神髄」を感じ

たのであります。原発事故が起きてから、なかなか手に

入らない放射線測定器の手配をして頂き、誠にありがと

うございました。多大なご理解とご協力をいただき、心

より感謝申し上げます。名古屋千種ロータリークラブ、

会長の池森様、直前会長の三好様をはじめ、関係の皆様

に呉々もよろしくお伝えいただきたくお願い申し上げ

ます。

今、第2530地区、ことに太平洋沿岸部は日本がかつ

て経験したことのない状況下にあります。

しかし、どんな状況になろうとも、会員9万人のロータ

リーアンの御支援・友情を頂き、ロータリースピリッツ

のもと、 「がんばろう第2530地区」 「がんばろう福島」

の合言葉で必ずや、復興を成し遂げる覚悟であります。
福島県は、首都圏の電力需要の3割を供給し、 日本の

経済成長を支えたという自負をもっております。

｜ 足立幹事報告 ’

l) 本日例会終了後、クラブアセンブリーを開催致しま

すので理事役員・各委員長は3階梅の間にお集まり

下さい。その後、理事役員会を開催致しますので、

理事役員の方はそのままお残り下さい。

2） ポケット名簿の携帯番号が間違っておりましたの

で、本日お手元にある訂正シールをお貼り下さい。

3）次回例会は8月23日で、 16日は休会となってお

ります。

｜池森会長挨拶 ’

今日は、ガバナー補佐の大口弘和さんと、第2760地
区地区副幹事の石原稔久様、分区幹事の谷口優さん、

吉田玄さんにお越しいただきました。

先ほど例会に先立ち、懇談会で会員増強等に関して厳

しいご指導をいただきましたので､本日引き続き開催さ

れます協議会でもこの事が話題に上がることと思いま

す。

会員の皆さまには、よろしくご協力を賜りますように

よろしくお願い申し上げます。

また、先日の例会でご紹介いたしましたように、本会で
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リーも日本のロータリーも大きな変換期にあります。こ

のような変革の時期には、会員相互の親睦や交流を通じ

てクラブの活性や連帯をはかることが強く求められて

いるのではないかと思われます。

地区大会は201 1年1 1月19/20日に名古屋瑞穂RCの

ホス|､により開催されます。今回は、特別諦演の田母神

俊雄氏（第29代航空幕僚長） 、記念荊演の須田寛氏（東

海旅客KK相談役）の2識演が予定されており楽しみで

す。

また、2012年2月14日に分区単位での研修と親睦を

深めるための集いとしての1Mを開催いたします。識師

は「バカの壁」で有名な護老孟司氏（東京大学名誉教授）

を招聰し、テーマは「木質を見抜く」演題は「これから

の環境・エネルギー問題」の予定です。全員のご参加を

お願いいたします。

以前、広中平祐さんの話を聞く機会があり、 「広中の

定理」で数学の分野におけるノーベル賞ともいえるフィ

ールズ賞を受賞するに至った経緯についての興味深い

内容でした。パリ時代に知人のアパートを借りて住んで
いた時に、そのトイレにフランス人の詩が落書きされて

いて、横に中国人の手により、その詩が漢詩になり次の

ように書かれていました。 「喝一瓶酒快楽一時・殺猪食

之快楽-1 1 ．男婚女婚快楽一年・作個園丁快楽一生」 。
本当に一生を楽しみたかったら「庭師（|刺丁） 」になれ

というものでした。これを読むうちに「ハツ」と思いつ

き､研究中の多様体上の特異点の解消を｢庭のイメージ」

にして理論を創ることに成功したという話でした。

定年のないロータリークラブこそ「一生楽しむ」ことが

できるのではないでしょうか。

皆さんいかがでしょう''ロータリー快楽一生｜!。

今年も昨年のように春には桜が咲きました。 「年々

歳々花相似たり」であります。しかし、多くの仲間が職

牲となりました。 「歳々年々人|商lじからず」であります。

末筆ながら、この書面をもちまして、御礼と代えさせ

て頂きます。今後ともご指導ご鞭接のほど
宜しくお願い申し上げます。 敬具

I

大口弘和ガバナー補佐ご挨拶

｢ロータリー快楽一生」

本年度東名古屋分区のガバ

ナー補佐を努めさせていただ

きます大口です。自分が所属す

るクラブでの挨拶には少々違

和感がありますが、補佐の役目

として務めさせていただきま

す。

カルヤン.バネルジーRI会長

（インド、バピRC)のテーマ

〕よう博愛を広げるために」
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は「こころの中を見つめよう博愛を広げるために」

(RcachWithinloEmbracellumanity)であり、強調事項は

「家族・継続・変化」であります。強い家族を築くこと

がもっとも大切であり、一番得意とすることを継続する

とともに、変える必要があることは変える、と述べてお

ります。

松前憲典ガバナーは第2760地区のテーマとして「会

員増強とクラブの活性化」を掲げると共に、重点項目と
して「社会貢献をする」 「ゆったりとおおらかに生きる」

としました。この「ゆったりとおおらかに生きる」は老

子が説いております。 「貢献の徳をもって生きなさい」

最初の30年間（第1期）は''自分探し,iの時代、次の30

年間（第2期）は！,自己実現'1の時代、晩年の30年間（第

3期）は'社会貢献''の時代として生きる、という老子の

「人生3期説」を新しい年度の目標とするのも、きっと

楽しいと思いますと松前ガバナーは述べるとともに、ロ

ータリーには自分を磨くという大きな役割があり、 「入

りて学び、出でて奉仕せよ」 とも述べております。

東名古屋分区の重点項目は、 「退会防止」 「卓話の充実」

「RCCへの取り組み」 「RACへの支援」の4項目とし

ました。退会の防止こそが会員増強の要のように思われ

ます。また、ロータリーは人との出会いの場でもありま
す。そのような意味でも日ごろ会う機会のない方々のお
話を聞くことは貴重であるとともにクラブの活性を促

進し、ある意味ではロータリーの広報活動になるかもし

れません。ガバナーの重点項目の1つである社会貢献に
関しては、各クラブが新地区補助金やグローバル補助金

の他にクラブ独自に事業を行っていると思います。名古

屋市内24RC社会奉仕事業は、西名古屋分区と束名古屋

分区とが合|司で行っており、地区においても特徴的な事
業として注目されております。いずれにしましても、こ

れらの活動は原則的に単年度の事業であります。一方、

RCC(ロータリー地域社会共同隊）は継続性（複数年）

のある地域密着型の社会奉仕活動であり、単年制が原則

のロータリーでは特異的といえるでしょう。現在、東名

古屋分区では3クラブがRCCを結成しております。

また近年、ロータリークラブは「RI長期計III1i (2010-2013

年度） 」 「財団・未来の夢計画」 「第5奉仕として新世
代を位置づける」などの改革を行っており、国|際ローダ
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会長。幹事懇談会11 ： 30～12 ： 20
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大ロガバヅーー補佐、石原地区副幹事、谷口分区幹事

田分区幹事を囲み懇談会が行われました。
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クラブ協議会 13：40～14：40
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各委員長より活動内容や計画について報告後、ガバナ

ーネlli佐より会員増強に関して危機感がないとご指示が

漁.り、今後は全員で校極的に取り組む事を決意しまし

た。

◆ニコボックスは次回掲載させて頂きます。

次回例会平成23年8月30日 （火） ガバナー公式訪問
名古屋東RC･名古屋昭和RC合同 於：名古屋東急ホテル 3階バロックの問


