
 

 

本日の例会（第１４４８回）    ４／１３（水） 

《北区子ども会育成連絡協議会へ 

名古屋名北ロータリークラブ賞贈呈式》 

◆スピーカー 北区子ども会育成連絡協議会 

  副会長   北川   隆久様 

◆題    名 名古屋名北ロータリークラブ賞を受賞し 

お礼のご挨拶 

次回の例会（第１４４９回）    ４／２０（水） 

◆スピーカー 会  員  梶川  久雄君 

◆題    名 ガバナー補佐訪問に同行して 

第１４４７回例会記録        ４／６（水）晴 

◆司    会 足立陽一郎君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆来訪者紹介  名古屋錦RC 寺西   正君 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1445回例会

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  7 名中

出席会員数  34名  MAKE UP  5 名

出 席 率  85.00％  出席率訂正  94.44％

会  長  挨  拶 

放射能汚染 

会  長  伊藤  晋一 

4月4日ついに東京電力は

2 号機から漏れ続けている高

レベルの放射能汚染水を集中

廃棄物処理施設で貯蔵するた

め、同施設などにたまってい

る低レベル汚染水11,500トンの海への放出を始めました。汚

染水に含まれる放射性物質の濃度は最大で原子炉等規制法で

放出が認められる濃度限度の 500 倍ですが、東電側は同法の

別条項に基づいた応急措置と説明していますが、果たして、周

辺海域の魚や海藻を食べ続けても人体に影響はないのでしょ 

 

うか。私は疑わしくてなりません。 

今までの政府並びに東電の発表がどうも曖昧で信用できな

いのです。なぜならば、世界では少なくとも25ヵ国・地域が

日本でつくられた農産品や加工食品の輸入規制に乗り出した

ことが、すべてではないでしょうか。当初規制の動きは、欧米

やアジアが中心でしたが、今や、中東や南米にも拡大していま

す。政府は各国に対し科学的根拠のない規制を禁じたＷＴＯ

（世界貿易機関）協定を守るように訴えていますが、日本の農

産品に対する安全・安心のイメージの悪化は避けられそうにな

く、影響は想像以上に長期化すると思われます。 

一日いや一刻も早く、原発による放射能汚染問題を収束して

もらいたいものです。 

幹  事  報  告  

1.今月はロータリーの雑誌月間です。雑誌委員会より徳川義宣

著「徳川さん宅の常識」を本日配布致します。尚、後程月間

に因みまして古川雑誌委員長より卓話をして頂きます。 

2.米山記念奨学会より４月より２年間お世話することになりま

した米山奨学生 ラシドファ， カミラ  アフマドジョノフナ

さんのカウンセラー 足立陽一郎君へ委嘱状が届いておりま

すので、後程会長よりお渡しして頂きます。 

3.東名古屋分区Ｉ.Ｍ.の報告書が出来上がりましたので、お持ち

帰り下さい。 

4.地区大会の記録誌が届きましたので、ご参加された方はお持

ち帰り下さい。 

5.来る４月１６日(土)、ウェスティンナゴヤキャッスルにて地

区協議会が開催されます。ご参加の方には当日の最終案内を

同封させて頂きました。当クラブは午前９時３０分より二階

（エスカレーター付近）にて西脇次期幹事が一括受付を行い

ますので、よろしくお願い致します。 
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米山奨学生カウンセラーの委嘱を受けた足立陽一郎君 

卓  話 

第 2回地区広報・雑誌委員長会議の報告と 

ロータリーの友について 

雑 誌 委 員 会 

委員長   古川 康司 

２０１１年２月１５日

（火）名鉄グランドホテルに

て、第２回広報・雑誌委員長

会議が行われました。 

硲 信夫 地区広報委員長より、次のようなお話がありまし

た。ロータリーの職業奉仕に対する見返りは、感動であり、「感

動する心」から、「ロータリアンの品格」が生まれる。この、「ロ

ータリアンの品格」や、「ロータリーの奉仕活動」を、一般の

方に広く知ってもらうこと、それが、今失われつつある社会の

倫理感を高める原動力となり、社会倫理の形成に貢献するもの

である。その結果が、会員増強に繋がればよい。重点項目は３

項目。１．中部経済新聞社のコラム欄「私とロータリー」に、

寄稿すること。２．広報用パンフレットの有効活用。３．地区

広報委員会に分区担当を設け、広報戦略を推進する。これは課

題が山積していて苦戦中。 

中日新聞２０１１年４月４日（月）朝刊に、広がる 心照ら

す灯 葬儀場の中古ろうそく 被災地にと言う記事が載りまし

た。当クラブの横井尚啓君が仲介し、被災地に中古のろうそく

を送ると言う内容です。他にも数多くのロータリアンが協力し、

大きな輪となって沢山のろうそくが送られ、被災地の人々を暖

かく照らす様を思い浮かべ、これこそが真の職業奉仕と、感銘

を受けました。それぞれのロータリアンが、職業を通じて出来

ることを行う。それが大きな輪となり、必ずや、東日本の復興

の力になりましょう。 

ロータリーの雑誌の購読  国際ロータリー（ＲＩ）の機関

誌は、ＲＩ世界本部で発行している『THE ROTARIAN』です。

このほかに世界各地で、31のロータリー地域雑誌が発行され

おり、これらを合わせて「Rotary World Magazine Press」

と呼びます。 

  ロータリーの雑誌の購読は、例会出席、会費の納入と合わ

せて、会員義務の一つになっています。ほかの二つには会員身

分の停止という罰則がありますが、雑誌の購読には罰則がない

といわれることがあります。しかし、それは間違いで、雑誌を

購読しないと、そのロータリークラブの国際ロータリーの加盟

資格が一時停止処分を受けることもあるのです。 

  日本では、日本語で発行している『ロータリーの友』が国

際ロータリーから指定されているロータリー地域雑誌です。

1953（昭和 28）年 1月に創刊、1980（昭和 55）年 7月

号から、国際ロータリーの公式地域雑誌（現ロータリー地域雑

誌）に指定されました。 

～ロータリージャパンホームページより抜粋～ 

誕 生 日 

4/18 服部    保君          4/22 柴山 利彌君 

4/27 柘植  勝介君 

4/ 5   石黒    勉君ご夫人    4/26  古川  康司君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

4/14 阿部  美男君          4/15 梅田    渉君 

4/16 中野  勝美君          4/18  渡邉  泰彬君 

4/20  岩田  満治君          4/29  足立陽一郎君 

ニ コ ボ ッ ク ス 

寺西    正君（名古屋錦ＲＣ） 

春の旅行お世話になります。 

尾関  正一君    季節は春、経済も春をこい。 

横井  尚啓君    半泊さん蝋燭をたくさん気仙沼へ送っていた

だきありがとうございました。 

石黒    勉君    妻の誕生日を祝っていただいて。 

梅村美知容さん  放射能汚染本当に困ります。早くなんとかな

るよう。 

古川  康司君    本日、長女が小学校に入学しました。健やか

な成長に感謝！!家内の誕生日を御祝い頂き

まして、有難う御座います。卓話をさせて頂

きます。 

【結婚記念日を祝っていただいて。】 

渡邉  泰彬君 阿部  美男君   

【誕生日を祝っていただいて。】 

柴山  利彌君 柘植  勝介君   

【雑誌月間卓話、古川委員長宜しく御願いします。】 

伊藤  晋一君 山田  浩二君 星川  直志君 足立陽一郎君 

服部    保君 北村紀子さん 半泊  與則君 土屋  利行君 

尾關實津成君 梶川  久雄君 藤原  研一君 松岡  三明君 

西脇  多吉君 西脇  良一君 遠藤  友彦君 入江由希子さん 

堀  美喜雄君

近藤    朗君

加藤  昌之君 

木村  雅一君 

小關  敏光君 

横井    登君 

加藤あつこさん 

 




