
 

本日の例会（第１４３１回）    １２／１（水） 

◆クラブ年次総会を行います。 

次回の例会（第１４３２回）    １２／８（水） 

◆卓話紹介会員 渡邉  泰彬君 

◆スピーカー ピアニスト  藤江  博子様 

                チェリスト  高木  俊彰様 

◆題    名 「ホスピス緩和ケア」と音楽 

第１４３０回例会記録    １１／２４（水）晴 

◆司    会 松岡  三明君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も 

◆来訪者紹介 名古屋錦RC 寺西   正君 

出 席 報 告 

会 員 数  42名  前々回訂正  1428回例会

欠席会員数  14名  欠 席 会 員  8 名中

出席会員数  28名  MAKE UP  4 名

出 席 率  66.67％  出席率訂正  90.00％

会  長  挨  拶 

レアアースについて 

会  長  伊藤  晋一 

先般、中国のレアアース日本向け輸出禁止という日

本にショッキングなニュースがありました。しかし、

先日、日本向けレアアース輸出を再開しました。これ

には、抜き差しならない事情があったようです。 

現在、日本は輸入レアアースの90%を中国に依存しています。一説

には尖閣問題をきっかけに輸出を止められたという見方もあります。

しかし、実際はそんなに産業界は困っていなかったという声も聞こえ

てきたそうです。ある某カーメーカーの幹部曰く、「輸出が再開された

今だから言えることで、大手企業は 1～2 年先の分までレアアースを

備蓄している為、今すぐに困るという事ではない。大騒ぎしたのは、

中国依存からの脱却をはかる目的もあったからです。」と。実際自動車

メーカー各社はすでに、ベトナム、インド、モンゴル等からレアアー

スを輸入する環境整備を行っているそうです。 

昨年（2009年）の世界のレアアース生産量は約12万5,000トン。

その内、約97%が中国産です。しかし、埋蔵量でいえば、中国は35%

程度。ロシア、米国、インド、オーストラリア等、世界各地にあり、

世界全体の埋蔵量は総計約9,900万トンに上ると言われています。 

では、なぜ中国が世界シェアを独占するようになったのかと言いま

すと、価格が圧倒的に安いからです。レアアースはトリウムなどの放

射性物質と一緒に見つかることが多く、放射性物質の処理に費用が掛

かってしまいます。しかし、中国は何の環境対策もせずに垂れ流し状

態。その為、コストが掛からず、採掘の人件費も安く、価格面で他国

を圧倒しています。レアアースの価格決定権を得、シェアを握り、輸

出制限して価格を吊り上げにかかる。しかし、価格高騰した結果、他

国も価格面で又、競争できるようになる訳です。 

レアアースの中国依存は危険だというコンセンサスが世界中で醸成

され、各国共、生産態勢を整備し始めていて、1～2年後には、中国の

独占状態は崩れるそうです。日本や米国に買ってもらえなくなったら

困るのは中国の方です。今やＧＤＰは世界第 2 位の新興大国、もっと

国家間の空気を読んで、協調性のある貿易をしてもらいたいものです。 

幹  事  報  告  

1.次回例会(12/1)はクラブ年次総会となっております。ご欠席のない

ようお願い致します。 

2.来年 2 月 9 日(水)、当クラブホストにより開催されます東名古屋分

区Ｉ.Ｍ.のご案内をさせて頂きます。当クラブは例会を変更しての全

員登録・全員参加となっておりますので、ご協力の程よろしくお願

い致します。 

日時 2011年 2月 9日（水） 

第一部 式典・講演 16:00～18:20(受付開始15:00) 

第二部   懇親会   18:40～20:00 

場所 ウェスティンナゴヤキャッスル 二階 天守の間 

内容 文化を守る 

講師 (財)徳川黎明会会長・徳川美術館館長 徳川義崇氏 

3.去る 11 月 20 日(土)・21 日(日)の地区大会ご参加の皆様、大変お

疲れ様でした。 

4.ロータリー財団寄付の請求書を同封致しましたので、よろしくお願い

致します。 

5.奄美豪雨災害義援金（30,000円）を第2730地区ガバナーへ送金

致しましたので、お知らせ致します。 
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ロータリークラブ
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例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 560 号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：伊藤 晋一 幹 事：野々垣 敬 会報委員長：古川 康司 題 字：遠藤 友彦 



6.来る12月18日(土)の家族忘年会の出欠票の締め切りは本日までと

なっております。未回答の方は早急にご提出下さるようお願い致し

ます。 

地 区 委 員 報 告 

地区クラブ奉仕委員会報告 

地区クラブ奉仕委員長   藤原  研一 

2010 年 9 月 8 日（水）名鉄ニューグランドホテ

ルにて、2010－2011 年国際ロータリー第 2760

地区“地区クラブ奉仕委員長会議”を開催しました。 

今年はＣＬＰに取り組み 4 年が経ちます。総括の意味で、熱心に取

り組んでいただいた 2 クラブの方にお話し頂きました。最初に名古屋

みなとＲＣの前会長の小島清路氏にロータリークラブの本質とそれか

ら考えられるＣＬＰについて、次に前地区クラブ奉仕副委員長の豊橋

ゴールデンＲＣの井上稔氏にＣＬＰ取り組みのご苦労話をしていただ

き、休憩を挟み、ワークショップ形式で 1.クラブ活性化  2.会員増強 

3.魅力あるクラブ 4.クラブ広報ならびに今後の地区を含めたロータ

リーの在り方などを1時間にわたり討論していただきました。 

地区社会奉仕委員会報告 

地区社会奉仕委員長   西脇  良一 

2010年 9月 30日（木）午前10時よりロータリ

ー・コーディネーター（RC）プログラムとRI 長期計

画についてのセミナー開催があり、地区社会奉仕委員

長として、東京まで行って参りました。内容的には、ゾーン２．の各

地区委員長等が、今回初めて委員会別で長期計画としてのクラブのサ

ポートと強化とか、人道的奉仕の重点化と増加等の討議に入りました。

当委員会としては、ロータリークラブは国際的規模の組織であり「奉

仕の理想」「超我の奉仕」といった理念、意識、気持ちを常に持ってい

ただき、大小にかかわらず日々の奉仕活動が大切で、上からの強制で

は無く、各クラブの自主権を持って、自主的に、主体的に、地域のニ

ーズに答えるように活動して頂きたいということにまとまりました。 

次に、平成 22 年 10 月８日、名鉄グランドホテルにて、クラブ社

会奉仕委員長会議を開催させていただきました。田嶋好博ガバナー、

水野地区幹事に続き、私が挨拶を致しました。今回は各クラブの社会

奉仕委員長等 90 人程参加されており、各クラブ社会奉仕委員長より

社会奉仕活動について発表をしていただきました。非常に、今後の奉

仕活動の参考になったのではないかと思われました。質疑応答の後、

寺田諭ガバナー補佐の講評と、私の点鐘で無事終了となり、その後、

懇親会を開催をさせて頂きました。寺田諭ガバナー補佐に乾杯をして

いただき、会食とすすみ、アトラクションとして沖縄民謡がありまし

たが、これが大変な盛り上がりとなりました。会議の疲れを癒し、各

クラブの委員長相互の交流も出来、相互の親睦を深めることも出来ま

した。皆様のご協力を得て大変に良い会議と懇親会だったと感謝をし

ております。 

また今年度の名古屋市内23ＲＣ社会奉仕委員長会議では、当会より

尊い浄財の寄附が名古屋千種ＲＣの提案の名古屋家庭裁判所が取り扱

う少年たちの社会復帰を側面から援助協力することを目的とした、名

古屋少年友の会と、名古屋大須ＲＣの東海交通遺児を励ます会のサマ

ーカヌーキャンフ゜と、名古屋名南ＲＣの虐待を受け入所する児童に

対しスキーツアーなどを実施する名古屋市児童養護連絡協議会と、名

古屋東山ＲＣの子供達にパソコン技術の習得、教育ビデオの視聴の為

の機材を支援をする目的で社会福祉法人みその児童福祉会にそれぞれ

支援金の提案がされ、了承されました。 

また、11 月 20 日の地区大会には、本会議、豊島 RI 会長代理ご夫

妻の歓迎晩餐会と出席致しました。次の 21 日には、９時半より本会

議が開催され、コールロータリー名古屋の合唱を聴かせて頂き、次に

経済ジャーナリスト財部誠一氏の記念講演を聞かせて頂きました。大

変に有意義な２日間であり、また久しぶりに色々な他クラブの人々に

会い、楽しい２日間でもありました。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

寺西    正君（名古屋錦）   おじゃまします。 

尾関  正一君   北朝鮮ドンパチはもうごめんです。 

遠藤  友彦君  （ガバナー方針） 

夢と活力のあるクラブにしましょう。 

加藤あつこさん ボジョレーヌーボーありがとうございました。 

梅村美知容さん 地区大会のグローバルセンスのお話為になり

ました。ありがとうございます。 

【インフルエンザが発生中。お気を付けて。】 

伊藤  晋一君 土屋  利行君 杉浦  定文君 松岡  三明君 

古川  康司君 木村  雅一君 服部    保君 横井  尚啓君 

北村紀子さん 藤原  研一君 横井    登君 入江由希子さん 

尾關實津成君 柘植  勝介君 半泊  與則君 梅田    渉君 

石黒    勉君

宇都木  寧君

西脇  多吉君 

小關  敏光君 

西脇  良一君 

 

柴山  利彌君 

 

2010～2011年度 国際ロータリー第2760地区 

地 区 大 会   ホスト：あま RC 

2010年 11月 20日（土）・21日（日） 

ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




