
 

 

本日の例会（第１４８１回）     １／２５（水） 

◆スピーカー  会  員  小關  敏光君 

◆題    名 相続に関する法律 

次回の例会（第１４８２回）      ２／１（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

第１４８０回例会記録 １／１８（水）晴のち曇 

◆司    会 加島    光君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介  梅村美知容さんゲスト  川村  智康様 

                山田  浩二 君 ゲスト  香田  研二様 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1478回例会

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  6 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  4 名

出 席 率  76.32％  出席率訂正  94.44％

会  長  挨  拶 

どこさも行かねえ 

会  長  半泊  與則 

東日本大震災からすでに

10ヶ月が過ぎました。あー、

東北はどうしているんだろ

う、ふと、今もまだいろいろ

の事を考えさせられます。皆

様もご一緒だと思います。 

この地震と津波で多くの子供が両親を亡くしました。昨年の

初盆では多くの子供たちが父や母をあるいは両親を送りまし

た。日本の社会がこれほどの孤児を生み出したのは戦争の後初

めてのことでしょう。 

警戒区域の福島県浪江町、南相馬市、ここでは原発事故で農

家が避難した後、放たれたり、自力で脱出した牛、「放れ牛」

が学校のグランドや道路をさまよっています。残されたり、放

たれたりした、犬、猫、牛たちも又自力で生きることになった 

 

 

訳です。牛は現在、警戒区域の牧場で職員が飼っているそうで

す。放射線の影響などを調べる研究に使われるということです。 

宮城県石巻市、膨大な量のがれきが仮り置き場に積みあがっ

ています。同市が処理する一般廃棄物の約百年分ということで

す。気が遠くなる闘いです。 

一方、お隣の中国。2008年 5月、四川大地震に見舞われま

した。そして、2011年 10月、集落全体が廃墟となった北川

チャン族自治県が「地震遺跡」として公開されました。なんと、

壊れた建物、がれきはそのまま、廃墟のままです。何よりも、

多くの遺体はまだ建物、がれきの下に埋まったままです。片付

けず，捜索せずそのまま遺跡として保存することにしました。

がれきの下にまだ遺体が残っている遺族は見世物だと怒り心

頭です。政府は約9万人の死者、行方不明者を出した大震災の

記憶を後世に伝える遺跡、モニュメントであると広報に熱心で

す。約20キロはなれた所には全く新しく新北川県を丸ごと作

りました。ショッピングモールつきです。国民性の違いなのか、

政治体制の違いなのか、こんなガレキの処理方法があるんだ、

と一瞬思考が止まりました。 

1月7日の朝日新聞に次のような記事が載っていました。「原

発事故で全住民が避難を求められた福島県飯館村に、今も暮ら

し続ける80代の老夫婦がいる。見知らぬ土地に避難したら体

を壊すのでは、と妻の体を気遣って村に残ることを選んだ。

2012年の正月を、２人はいつものように迎えた。村の職員が

何度も避難するように説得に来た。仮設住宅も見に行ったが足

の不自由なばばは却って体を壊す不安のほうが大きいと住み

慣れた家で暮らしている。電気ガス、水道は今でも利用でき、

食料は子供や知り合いが届けてくれる。避難したって長生きし

て楽しい生活が出来るわけでねえんだから。ばばと離れて暮ら

すより、俺が面倒見てどこさも行く気はねえ。除染するといっ

ても村全体が終わるまで何十年かかるか分からねえし。いつも

の年ならシイタケの原木を山から切り出す仕事に追われてい

る。暖かくなったら食べる野菜ぐらいは作るつもり。食い物が

2011-12 年度 R.I.テーマ 

 

 

 

 

 

クラブテーマ 

     

ロータリークラブ 

 WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt   
２０１１～２０１２年度 Ｎｏ．２４ 

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：半泊 與則 幹 事：西脇 多吉 会報委員長：近藤  朗 題 字：遠藤 友彦 

 

  

 



なかった終戦直後よりはましだ。これからもここで二人で暮ら

すよ。」 

記事と二人の写真を見て、生きる、ということをあらためて

考えさせられました。 

幹  事  報  告  

1.今月はロータリー理解推進月間です。後程月間に因みまして、

加藤(昌)ロータリー情報委員長より卓話をして頂きます。 

2.会員の遠藤友彦君がロータリー財団へ1,000ドル（78,000

円）を寄付され、マルティプル・ポールハリスフェローにな

られました。尚、国際ロータリー日本事務局より認証ピン（2

回目）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。おめでとうございます。 

3.来る2月14日(火)に開催されます東名古屋分区Ｉ.Ｍ.の出欠

票を同封致しましたので、1 月 25 日(水)までにご提出下さ

い。尚、当クラブは2月 15日(水)の例会を変更して参加す

ることになっておりますので、よろしくお願い致します。 

  日 時  2012年 2月 14日（火）  

受      付 15：00～ 

       式典・講演 16：00～18：20 

      懇  親  会 18：40～20：00 

場 所  名古屋東急ホテル 3Ｆ 「バロックの間」 

4.テレホンブック校正の提出締め切りは本日までとなっており

ますので、未回答の方は早急にご提出下さるようお願い致し

ます。 

5.家族忘年会の写真の申し込みは本日までとなっております。 

 

遠藤 友彦君へマルティプル・ポールハリスフェローの 

認証ピン（2回目）が贈られる 

卓  話 

「四つのテスト」は成功の黄金律 

ロータリー情報委員会 

委員長    加藤  昌之 

「四つのテスト」を国際

ロータリーが採用して 58

年になります。 

ハーバード・J・テーラー

著「我が自叙伝」にその当時のいきさつが記録されています。 

 テーラーは、1932年クラブ・アルミニウム製造会社の再建

にあたる事になった。そこでまず、高邁な倫理・道徳に基づい

た会社の経営方針、社員が簡単に覚えられる行動指針、取引の

際判断できる倫理基準を必要とした。テーラーは神に祈りなが

ら手元の紙に4つの言葉を綴った。 

「1、真実かどうか。 2、みんなに公平か。 3、行為と友情

を深めるか。 4、みんなのためになるかどうか。」 

 すぐに4人の部課長を呼び、彼らの信ずるそれぞれの宗教に

照らしてどうかを尋ね同意を得た。かくして会社の経営方針と

なった。 

 この経営方針で、会社を劇的に改善された。5年で40万ド

ルの借金を返済し、次の 15 年間で 750 万ドルの資産を築く

事になった。 

 その後、これは会社だけでなく広く社会で活用される事とな

った。テーラーが国際ロータリー会長の 1954 年に著作権を

国際ロータリーに譲り世界に広く使われるようになり現在に

至る。 

 「四つのテスト」は、仕事ばかりでなく、最も役立ったのは

一般の人間関係においてである。いつの間にか人々との交際が

うまく行き、幸福な家庭を築き、人生の正道を歩む事になる。 

 「ロータリアンは何事でも人々からしてほしいと望む事は、

人々にもそのようにする努力する事である。こういった精神こ

そ、世界は今最も必要としている事。」 

 ロータリーの精神は常に変わること無く「超我の奉仕」の一

言につきる。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

川村  智康様    よろしくお願い致します。 

加藤  昌之君    卓話をさせていただきます。 

尾関  正一君    あらためて新年おめでとうございます。 

山田  浩二君    本日は香田研二様をお迎えしております。 

よろしくお願い致します。 

遠藤  友彦君    はじめまして、おめでとうございます。 

梅村美知容さん  川村智康さんを迎えて。 

ありがとうございます。 

近藤    朗君  昨年12/6から入院していた父の手術が1/4
無事終わりました。 

藤原  研一君    欠席します。 

【加藤 昌之君、卓話宜しくお願いします。】 

半泊  與則君 梶川  久雄君 星川  直志君 北村  紀子さん 

古川  康司君 梅田    渉君 横井    登君 柴山  利彌君 

西脇  良一君 尾關實津成君 小關  敏光君 西脇  多吉君 

阿部  美男君 柘植  勝介君 宇都木  寧君 木村  雅一君 

渡邉  泰彬君 石黒    勉君   




