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題字黒野清宇

夢をかたちに MakeDreamsRealNQ2

2008～2009年度RI会腿李束巡

栄鍵失洲や貧困等で毎日2万6,000人を超える

子どもが亡くなっている。

②「ロータリーのプロジェクトが子どもを救う」

世界120万人のロータリアンが協力すればもっ

と多くの子どもを救うことができる。

そして、 この子どもたちに、成長し自分自身の

夢をもてる機会を与えることにより「夢をかたち

に」と提唱されています。

私たちもこのテーマを念頭にしていきたいと思いま

す。

さて、昨日7月7日は、七夕祭でしたが、七夕とは

1月7日の人日、 3月3日の上巳（桃の節句)、 5月

5日の端午、 9月9日の重|場と合せ五節句といわれる

式日の一つであります。

七夕の行事には、いくつもの考え方がありますが一

稀一般的なのが牽牛星と織女星が一年に一度、天の川

をはさんで出会うというロマンチックな星祭伝説であ

り、また織女星とまつり裁縫や習字などの上達を願う

乞功奥の行事が複合して七月の習慣ができたと考えら

れていますが、これらは中国から伝わってきたもので

す。なお、笹竹を立て五色の短冊を付ける習慣は手習

い事が普及してきた江戸に入ってから行われました。

もう一つは、古くから日本にあった七夕の行事であ

り、お盆の前に罪磯れを祓い清める行事から発展した

ものだとするものです。 「ねぶた流し」「ねむり流し」

といわれ、七夕に水浴びを行事として子供や牛・馬に

も水浴びをさせ、墓掃除や井戸さらいをする習慣が各

地で行われました。

そして七夕で使った人形や灯籠や笹飾等を7月の朝

または昨|ﾐlに川や海に流して祓い清めたものです。こ

れは「七夕流し」とか「七夕送り」と呼ばれていま

す。

こうして見ると、七夕とお盆との関係は一つの行事

として理解できます。

日本ではこの7月から8月に多くの祭があります

が、その祭には祖先の霊を慰めその恩に感謝し冥福を

祈る行事が含まれています。

私たちも、夏祭とともに御先祖、先輩方に感謝の気

持ちを起こしましょう。
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囮"奉仕の理想”

圏ビジター紹介 1名

囹出席報告

会員 56（54）名 出席 47名

出〃if率 87.04％

前々回 6月24日（修正出席率） 94.64％

|萩原幹事報告
1）例会場が名古屋マリオッl､アソシアホテルのクラ

ブ前年度ビジターフィー4,000円より4,200円に変更

されましたのでお知らせ致します。

｜久野会長挨拶’
7月8日となりましたが梅雨が明けないようです。

昨日、親クラブであります名古屋東RCにご挨拶に

お伺いしました。名古屋東RCでは、今年50周年とい

うことでバナー図案を新しくされましたので、いただ

いてきました。

さて、昨lﾖから北海道洞爺湖サミットが開幕されま

した。今|回|の主要テーマは、地球温暖化にともなう温

室効果ガス排出削減でありますが、 7月7日はアフリ

カ諸匡|が加わったアフリカ拡大会合で、食糧危機に対

応するためコメや小麦などの主要穀物の生産を増やす

ための会議が行われたとのことであります。かつての

ウィーン会識のように「会議は踊る、 されど進まず」

とならないよう実のある会議になることを望みます。

さてここで食糀問題とともに思い浮かぶのが、Rl

会長李東建が提唱されている

①「毎|ﾖ多くの子どもが亡くなっていく現実」
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『変化』会長テーマ 本紙は再生紙を使胴しております。



旨

囮竹内会場運営委員長

クラブフォーラム

わせをさせて頂きましたが、 さすがに東急ホテノレそ

のスタッフはといえば精鋭揃いでそつがありません。

おかげで聞こえてくる委員長を不安視する声に相乗効

果を得た緊張状態で私個人は久野丸の船出を迎えてい

ます。この大きな変化を体感できることに感謝しつつ、

25年という千種ロータリークラブの伝統を重んじ、そ

の上に胡座をかく事無く、粛々と委員会活動をしてい

きたいと考えています。先日開催した委員会でも話題

に_上がりましたが、特に「ゲスト ・ビジターへの気配

り」を今期の課題に「和やかな」雰囲気を醸し出せる

様委員-~伺「和」と「和の心」をもって例会の準備、

進行に務めたいと考えています。話題豊富で常に場を

盛り上げる林正路君、全てに聞き上手の川浦忠君、男

気の固まり前元克也君、そして二つ目の命をもらった

と元気印で接してくれる大先輩の伊藤健文君、今期こ

の最強（最狂？）メンバーで会場運営を担当させて頂

きます。なんで私が委員長かと言えば、いかなる会合

も住々にして常に遅参するのは会場に一番近い人物と

相場は決まっており、 ここにも萩原幹事のきめの細か

い配慮が見て取れます。

この人事、果たして吉と出るか？皆様には温かい目

で見守って頂きたく存じます。

どうぞ一年間、宜しくお願いいたします。

囮谷口クラブ奉仕委員長

1 ．本年度のテーマの実

践とクラブの特色

2008年～2009年の朧11"

ロータリーのテーマは

｢夢をかたちに」であり、

その強調半項として「水

保全、保健・飢餓救済、

識字率の向上」を挙げら

れていますが、それは前年度をほぼ同じテーマです。

相違点は各テーマに「子供たちの」ためと言う点が

付加されていることです。

当会のテーマは「変化」であり、マンネリ化から

の打開を行うこととされています。このテーマに協

力するのが各委員会の役割です。そのためには各委

員に千種ロータリークラブの特色であるフランクで

上下関係を意識しない付き合い、家族ぐるみの一体

感というものを理解し、愛着をもって頂くことです。

特に新入会員についてそれが言えます。

2． クラブ奉仕委員会とは

クラブには常任委員会としてクラブ奉仕委員会、

職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、 ｜玉||際奉仕委員会

の4委員会がおかれ、その余の幾多ある委員会はク

ラブ奉仕委員会から枝分れしています。

当委員会の役割はとなると、 クラブ内のまとめ役

としての位置にあり、そのため委員会を椛成する委

員は、親睦委員会の委員長が副委員長（佐久|剛良治）

に、ニコボックス（大口弘和)、会場迩営（竹内克豊)、

広報・会報委員会（牧野登志子）の委員長が委員と

なっています。それ故この委員会には各委員会の情

報が集まり、その情報の交換により各委員会の活動

が円滑に行われる様にすることです。黒子的あるい

は縁の下の力持ちとしての立場にあります。その任

務を果たすため努力して行きたいと思います。

3．本年の活動目標

①本年度の事業計画は、会員間のコミュニケー

ションを密にし、 クラブを榊成する委員会の活動

が円滑になるよう努めることです。

②昨年度の当委員会の委員長でありました小山氏

が検討されている新入会員マニュアルの策定を受

け継ぎ行うこと。

③国際ロータリーの規約も改正されていることに

伴い、前年度から検討されてきた当クラブの規約

の改正案の作成を行うことです。

へ

へ

錫吉田社会奉仕委員長

名古屋は西名古屋分区12RCと束名古屋分区llRCの

2つに分けられています。インターシティーミーティ

ング(IM)などはそれぞれ分区ごとに開催されていま

すが、名古屋では東西23RC全体の社会奉仕委員長会議
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囮7月度理事役員会議題（7/1）

1 ．岩手・宮城内陸地震の災害義援金の件

特別基金積立金より10万円寄付

2．国|際奉仕よりルワンダ教育支援金拠出の件

3．職業奉仕委員会副委員長の件

伊藤三津子さんが退会され、堀江宏輝君にお

願いをする

があります。

皆さんから年間2,000円の拠出を頂いた資金を原資

に、 2760地区とは別に名古屋市内23RC独自の社会奉仕

活動を行うという会議です。市内で1,750名前後の会員

数ですから約350万円ほどの資金になります。昨年度は

スペシャルオリンピックス日本愛知へ200万、被害者サ

ポートセンターあいちへ100万の支援をしています。ス

ペシャルオリンピックスは知的障害者にスポーツを通

じての社会参加を応援する国際組織、被害者サポート

センターあいちは犯罪被害者を支援する社団法人です。

昨年は4提案、本年には9提案が提出されています

が、その選考と配分が最も苦労するところです。

地区社会奉仕委員長、東西ガバナー補佐、 23RCの社

会奉仕委員長が当クラブへ集合しますが、ホストクラ

ブでは、委員長、副委員長会長、幹事も出席して年

に3回ほど会議を行います。

様々な支援や援助が必要な団体は多いのですが、援

助の使途を人件費や運転資金にまで認めるかどうかな

ど具体的な判断が難しい場面もあります。

当クラブ独自の社会奉仕活動も必要です。

環境保全についても社会奉仕と重なるところがある

と思いますが、皆さんの知恵をお貸しいただきますよ

うお願いします。
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会員資格

例会場が替わり、新会員をお誘いするチャンスと捉

えたい思います。入会を誘う前でも構いませんから、

取りあえずゲストとして食事だけにでもお連れ下さい。

会員資格には職業分類・会員選考・会員増強が含ま

れており、社会奉仕・環境保全も同時に担当するには

皆さんの協力なしでは不可能です。

よろしくお願いします。
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ミ萩原喜代子
： 今朝の"かみなり”には
《萩原喜代子 油田 弘佑足立 一郎 佐野 寛佐々木敏夫《

： 今朝の"かみなり”にはびつく 在田 忠之浅井誠寿 鈴木正男鈴木理之：
”致しましたもうすぐ梅雨あけ 江口 武史 服部 正夫 鈴木聖三 竹内 眞三：
iでしょうか 堀江宏輝池森 由幸 谷口 優舎人経昭ﾘ
ﾒ久野峯一 伊藤健文伊豫田博明 和田 正敏渡邊源市：
〈 梅雨がなかなかあけません健 樫尾 富二加藤 顕 山本英次 吉田 節美メ
:康に注意して下さい 玄 <加藤重雄川端 圭 吉田

#佐久間良治 川浦 忠小林英毅 新しい会場で初めてのﾋｼﾀｰ：
〈

； 孫の七夕会に参加してきました 小杉啓彰小山 雅弘 をお迎えして <
〈

#山本眞輔 黒須アイ子前元克也 尾関 武弘 〈

会員誕生日祝い< 久野新会長萩原新幹事御苦労 牧野登志子松居敬二 〈
〈

鱒鵬場人心一新州・ ゞ〃〃． =” ゞ搾…………鮒屋駕測宝慨……一別；,頑張って下さい
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地区設定特別強調月間

『ロータリーを考える月間』によせて

｢問い給うな、国は自分のために何をしてくれるかと。問い給え、自分は国のために何ができるかと｡」

(Asknotwhatyourcountrydoforyou,askwhatyoucandoforyourcountry.)

就任早々の険悪なキューバ関係の中で、ケネディ大統領が就任式において国民の心に訴えた演説の感動の一節で

す。好むと好まざるとに関係なく生まれながらなった国民と国との関係と、任意に選択して入ったロータリアンと

クラブとの関係とでは、勿論、同列には論じられませんが、それでも皆さんに次にことを自問していただきたいの

です。年度に入るに際して、時間をかけてでも答えを考えていただきたいのです。

「自分はロータリーに何を求めているのか｡」

「ロータリーは今何をすべきか｡」

そして、 「自分は今何をなすべきか｡」と。

3つの問いは、ロータリーの発祥・存立の基点は何か、 ロータリーの存続の条件は何か、ロータリアンの責務は

何かということですが、これら基本的なロータリーに対する理解と視点を持ってロータリーに対し、あるいはロー

タリアンとして、毎日を過ごし行動するのとそうでないのとでは、長年のうちには計り知れない違いをもたらしま

す。

ガバナーメッセージ柵で触れましたように、RIは特定月に特定のロータリー活動を強調するためにロータリー

特別月間を定めています。これまで7月は識字率向上月間であったのが、 2年前の斎藤年度により3月に指定変え

になり、 7月はおそらく年度始めでクラブの運営に忙しく、奉仕活動の特別月間は相応しくないと考えたのでしょ

う、RIはそのまま指定しませんでした。そこで、当地区は、年初の貴重な7月を地区特別月間として「ロータ

リーを考える月間」に認定させていただきました。

この新しい年度を始める当たり、是非とも新鮮な気持ちで会員一人ひとり沈思黙考、ロータリアンの現状を見つ

め、過去を自省し、 10年先を展望してみてください。

この10年の当地区を含め日本34地区全体の会員数の25%を超える減少は、世界の微増の趨勢とはかけ離れた現象

です。経済状況の変動以外に何かロータリーに内在する原因があるに違いありません。それを突き止めるのは困難

ですが思い当たることは幾つかあります。その一つには、ロータリアンがロータリーに対しもう一つ積極さが足り

ない、愛情が足りないということがあると思います。

今年の地区方針のサブフレーズは「ロータリーに心をあなたの心を」ロータリーに関心を持って下さい、

｢ロータリーを心にあなたの心に」ロータリーをつかまえて心に取り入れて下さい、というものです。このよう

な会員減少・維持の話題もまた8月の会員増強月間へのプレフォーラムとしてロータリーを考える月間に相応しい

ものです。

他にも話題は事欠きません。ロータリーの意義・価値ロータリーのロータリーたる所以社会のロータリーに関

する認識・評価期待されるロータリアン像あなたは何故奉仕するかロータリーと如何に対するかロータリーと

どのように付き合うか親睦と奉仕奉仕の理想ロータリーの糖神奉仕の理論単年度制．．考えてみたらいくつで

も出てきます。あるいは、過去のガバナー方針「違いをもたらそう」「原点回帰」 「語り合おうロータリーのロマン

を！」…また過去のRIテーマ「エンジョイロータリー」「超我の奉仕」「まことの幸福は人助けから」「慈愛の種を

播きましょう」…。

勿論、どのような形でも構いません。自問自答した会員の卓話の形式でも、例会の40分位の会員参加の討論会で

も、また先進会員・中堅会員・新進会員の鼎談でもいいと思います。 2例会にわたるのも寧ろ推奨されます。話題

と形式は問いません。とにかく、実行してみて下さい。一度やってみてください。きっと、あなたのクラブ全体に

目に見えない想像以上のいい影響をもたらします。

月間実施の模様と結果をこの地区報「奉仕の理想」に投書してください。整理の上、掲載できると思います。

へ

へ

次回例会 平成20年7月22日(火） 地区特別月間“ロータリーを考える” 会員鈴木理之君
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