
 

 

本日の例会（第１４４４回）    ３／１６（水） 

◆ゆったり例会を行います。 

次回の例会（第１４４５回）    ３／２３（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

（時間：午後6時 00分～   会場：カーサデッラマンテ） 

第１４４３回例会記録        ３／９（水）曇 

◆司    会 足立陽一郎君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介  伊藤 晋一君ゲスト  荒川 智和様 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1441回例会

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  9 名中

出席会員数  34名  MAKE UP  8 名

出 席 率  85.00％  出席率訂正  97.30％

会  長  挨  拶 

副会長  堀  美喜雄 

「上海 クライシス」と言う

本が5年程前に発行されまし

たが、お読みになられた方は

おありでしょうか。チベット

と中国がギクシャクしていま

すが、その時秘密公安組織がテロやスパイの中国人、チベット

人、その他欧米人や日本人まで裏組織を通じて摘発していたの

です。その時の秘密公安組織が20名程でその活動について赤

裸々に書かれている事実が忠実に書かれた本です。 

今回の中東の情勢は勿論いろんな国の不満が爆発する恐ろ

しい状態だと思いますが、原因はどこも貧富の差であることは

言うまでもありません。 

ご存知のように、中国も中々貧富の差が激しくなるばかりで、

急速に物価が上がっています。 

 

今回の中東情勢を政府はいかに真剣に対処し弾圧するかが

ポイントで、国家予算は国防予算より公安の予算の方が多いの

です。物凄くびっくりする予算をもって弾圧する考えなのでし

ょう。 

上海や北京ではそれぞれ 2,000 人の秘密公安部隊が活動し

てインターネットの摘発や活動組織の弾圧、個人的指導者の摘

発、外国からの指導者、協力者の逮捕等が行われているそうで

す。いずれにしても、2,000 人の秘密公安組織は上海人口

2,000 万人に対して大人、子供を含めて１万人に 1 名の割合

となります。 

勿論今後中国に火が付けば、北朝鮮も然りだと思われます。 

日本だって貧富の差が政治の混乱を招いています。 

幹  事  報  告  

1.３月７日から１３日は世界ローターアクト週間です。後程週

間に因みまして、星川新世代委員長より卓話をして頂きます。 

2.去る３月４日(金)の創立３０周年記念式典、皆様大変お疲れ

様でした。 

3.ニュージーランド地震災害義捐金（５０，０００円）をクラ

ブよりガバナー事務所へ送金することに決まりましたので、

お知らせ致します。 

4.来る４月６日(水)の新旧理事役員委員長引き継ぎ会議のご案

内を同封致しましたので、よろしくお願い致します。 

5.来る３月２３日(水)の夜間例会及び I.D.M.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。 

 

創立 30周年記念式典の

終了報告ならびに 

お礼を述べる 

尾関 正一実行委員長 

2010-11 年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

原 点 回 帰 

ロータリークラブ

 WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt   
２０１０～２０１１年度 Ｎｏ．３２ 

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：岩田  満治 会報委員長：古川 康司 題 字：遠藤 友彦 



遠藤  友彦 君より      

～創立３０周年を祝して～ 

 

創立  迎え来る  三十の春。 

無私の奉仕、  凡倫を絶す。 

今宵、  倶に酌む  一杯の酒。 

旧話  重ねて論ずるは、  是れ此

の辰。 

注）扶輪社はロータリークラブの

こと。 

 

 

創立 30周年記念事業 

 

愛知県北警察署へ防犯カメラ一式目録贈呈式 

2011年 3月 4日（金）  於：愛知県北警察署 

卓  話 

ローターアクト週間に因んで 

新 世 代 委 員 会 

委員長  星川 直志 

ローターアクトプログラム

は若者が個々の能力の開発に

当たって役立つ知識と技能を

身に付け、それぞれの地域社

会における物質的、社会的なニーズに取り組み、親睦と奉仕活

動を通じて、全世界の人々の間により良い信頼関係を推進する

ための機会を提供するものである。 

ローターアクトクラブは、提唱ロータリークラブの近隣地域

内に居住、または、就職、就学している18歳から30歳まで

の若者によって構成される。全員が30歳になったローターア

クト年度の6月 30日にローターアクト会員身分が終結する。 

目標 １．専門的技能および指導力を養成すること。２．個人

の価値を認める考え方に立脚して、他人の権利を尊重する観念

を養い、あらゆる有用な職業の道徳的水準および品位を保持し

推進すること。３．若い人々に地域社会をはじめ世界各地のニ

ーズと疑念事項に取り組む機会を提供すること。４．提唱ロー

タリークラブと協力して活動にあたる機会を提供すること。５．

ロータリーにおける将来の会員となるよう若い人々の意欲を

高めること。       （以上、2010年手続要覧による） 

名城ローターアクトの現況 

（2760地区東名古屋分区11クラブ提唱） 

  会員数  15名（男子7名  女子 8名  約半数が学生） 

  例会場  名古屋ガーデンパレスホテル 

        原則  第 1火曜、第3火曜、19時より受付 

 しかし、変則が多く例会の半分は他の場所が日曜で、親睦

又は研修でメーキャップ等はあまりできないのではないか

と思われる。前年30歳定年で退会者が多く、入会予定者も

いるが、私共名北RCと同じで会員不足だ。 

世界のローターアクト       （2010年10月31日現在） 

  会 員 数  192,809名 

クラブ数   8,383クラブ  平均 28名  

誕 生 日 

3/17 梅村美知容さん    3/20 足立陽一郎君 

3/24 星川 直志君          3/28  梅田  渉君 

3/13  西脇良一君ご夫人      3/19  岩田満治君ご夫人 

3/25  土屋利行君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

3 / 5 土屋 利行君          3 / 6 遠藤 友彦君 

3 /21 尾関 正一君          3 /25 加藤あつこさん 

ニ コ ボ ッ ク ス 

尾関  正一君    30 周年祝典等と結婚記念日ありがとうござ

いました。 

星川  直志君    誕生日を祝っていただいて。ローターアクト

週間の卓話をさせていただきます。 

柴山  利彌君    30 周年記念祝賀会では皆様のお世話になり

ました。 

遠藤  友彦君    30周年記念祝賀会 ご苦労様でした。 

横井  尚啓君    息子が目標の大学に無事合格しました。 

梅村美知容さん  庭のしだれ梅が今年満開。お誕生日を祝って

いただいて。 

北村  紀子さん  ホワイトデー 素敵なハンカチありがとう。

30周年楽しかったです。 

古川  康司君    伊藤会長、先日は有難う御座いました。 

【先日の創立 30周年記念式典 会員の皆様大変ご苦労様でした。】 

伊藤  晋一君 近藤    朗君 藤原  研一君 梶川  久雄君 

横井    登君 岩田  満治君 西脇  良一君 堀  美喜雄君 

尾關實津成君 松岡  三明君 西脇  多吉君 山田  浩二君 

石黒    勉君 半泊  與則君 小關  敏光君 入江由希子さん 

梅田    渉君

足立陽一郎君

加藤  昌之君 

木村  雅一君 

赤崎  守弘君 

 

加藤あつこさん 

 




