
 

 

本日の例会（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 

次回の例会（第１４５０回）    ４／２７（水） 

◆地区協議会報告を行います。 

第１４４８回例会記録      ４／１３（水）晴 

◆司    会 松岡  三明君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介  北区子ども会育成連絡協議会 

                                    副会長  北川 隆久様 

                名古屋市北区役所 

区民福祉部  民生子ども課長  中島   聡様 

同、民生子ども課 子ども家庭支援担当主査 

                            蒲原 貴子様 

同、民生子ども課 民生子ども係 

宮田   歩様 

梅村美知容さんゲスト  山本富士夫様 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1446回例会

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  6 名中

出席会員数  34名  MAKE UP  5 名

出 席 率  85.00％  出席率訂正  97.44％

会  長  挨  拶 

日本のリーダーたち 

会  長  伊藤  晋一 

今回の東日本大震災と大津波、そし

て原発事故によって痛切に感じたこと

が、「リーダー教育」の必要性ではない

でしょうか。 

1000 年に一度と言われる災害を前

にした時、誰しも冷静な判断ができな 

 

くなるのは当然のことです。だが、リーダーの座にある人は、

「誰しも」の中には入れられません。リーダーは、国を、組織

を、人々をより良い方向にけん引し、安定させなければならな

いからです。 

今回の災害で、日本にそういうリーダーがいましたか。むし

ろ「この人は政治家には、向かない」とか「原発事故の説明は、

さっぱり要領を得ない」などと思わされる一方ではなかったで

しょうか。彼らは、確かにリーダーの座にはありますが、実に

頼りなかった。原発事故の会見でも「そうならないように祈っ

ている」とか「何とかしようと思って懸命にやっている」とか、

このような情緒的な言葉はあの時点でリーダーが使うべきで

はないと思います。 

中国ではエリート教育に力を入れているそうです。司馬遼太

郎が言っています。「エリート教育を中国はイデオロギーでや

っているんじゃなく、中国民族はどうしたら生きられるかとい

う問題を根源的に戻してやっている」と。これこそ「リーダー

教育」に当てはまります。日本は「エリート」や「リーダー」

を育てることを嫌い、ただただ平等をたたえてきました。頼り

ないリーダーたちを見た今こそ、司馬遼太郎の言葉を考えてみ

るべきではないでしょうか。 

幹  事  報  告  

1.来る５月２２日(日)、北区子ども会大会が開催されます。本

日は北区子ども会育成連絡協議会 副会長 北川隆久様並び

に名古屋市北区役所 区民福祉部 民生子ども課長 中島  聡

様、同 民生子ども課 子ども家庭支援担当主査 蒲原貴子様、

同 民生子ども課 民生子ども係 宮田  歩様をお招きしてお

ります。後程、当クラブの社会奉仕活動事業の一環として北

区子ども会大会名古屋名北ロータリークラブ賞を会長より

お渡しして頂きます。 

2.来る４月１６日(土)に開催されます地区協議会の「交通のご

案内」をご参加の方に同封させて頂きましたので、よろしく

お願い致します。 
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3.創立３０周年記念式典の写真を展示致しましたので、４月２

０日(水)までにお申し込みをお願い致します。 

4.メナード美術館より展覧会の招待券・割引券が届きましたの

で、お持ち帰り下さい。 

友 の 会 報 告 

・「写真俳句展」のご案内と作品出展のお願いならびに懇親会

へのお誘い（名古屋北RCカメラ友の会・俳句友の会共同計画） 

 

（カメラ同好会会長    西脇  良一） 

－ 北区子ども会育成連絡協議会へ金一封贈呈 － 

 

名古屋名北ロータリークラブ賞を受賞しお礼のご挨拶 

北区子ども会育成連絡協議会 

副会長    北 川 隆 久 様 

平素は子ども会活動に対し

格別なご理解ご支援を賜り、

厚くお礼申し上げます。 

 名古屋名北ロータリークラ

ブ様には都市美化運動に対し、私共北区子ども会育成連絡協議

会に名古屋名北ロータリークラブ賞を贈呈して頂くことにな

り、誠にありがとうございます。 

 例年３学区を推薦しております。本年は金城学区・城北学

区・如意学区の子ども会を推薦いたします。 

 各学区子ども会は独自に公園清掃、町内の側溝清掃または学

区一斉ゴミ０運動、緑化運動（花いっぱい運動）等を積極的に

参加協力し、継続して活動しています。 

 「住んでいる町をきれいにしよう！」「ゴミを出さない！」「捨

てない！」と、子ども達も自分で清掃し、きれいになった公園

で遊ぶことを喜んでいます。 

 さて、頂きました名古屋名北ロータリークラブ賞は各子ども

会で活動に必要な「スポーツ用品、キャンプ用品、文具」等を

購入し十分に活用しております。ありがとうございます。お礼

申し上げます。 

 最後になりますが、北区子ども会育成連絡協議会は、来年５

月に節目の第50回北区子ども会大会を迎えます。その折りは、

是非ご来賓としてご臨席賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

ＩＭの報告 

渡邉ＩＭ副実行委員長 

報告書の出来は、如何

でしたでしょうか。全て、

予算内で収めることが出

来ました。後日、報告さ

せていただきます。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん 

ゲストに山本富士夫さんをお連れしました。 

【被災地の方々を少しでも勇気づけようと、プロ野球ついに開催。】 

伊藤  晋一君 岩田  満治君 横井    登君 横井  尚啓君 

近藤    朗君 松岡  三明君 古川  康司君 尾関  正一君 

足立陽一郎君 北村紀子さん 半泊  與則君 星川  直志君 

梶川  久雄君 尾關實津成君 山田  浩二君 加藤あつこさん 

石黒    勉君

堀  美喜雄君

杉浦  定文君

阿部  美男君

遠藤  友彦君 

小關  敏光君 

横田  徳久君 

宇都木  寧君 

梅田    渉君 

西脇  良一君 

藤原  研一君 

 

西脇  多吉君 

入江由希子さん 

木村  雅一君 

地区協議会 

2011 年 4 月 16 日（土）ウェステ

ィンナゴヤキャッスルにおきまして、

2011～2012 年度のための地区協

議会が開催されました。 

 

 

 

 

 

 

写真左は 

第９分科会の様子 


