
                                                                                          

 

本日の例会（第１６９０回）     ６／２２（水） 

《地区委員報告》 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760地区 

              国際奉仕委員会  委員 横田 徳久君  

次回の例会（第１６９１回）     ６／２９（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

第１６８９回例会記録     ６／１５（水）曇 

◆司   会 梶川 久雄君 

◆斉   唱 RS・それでこそロータリー 

◆来 訪 者 元名古屋第二分区代理・名古屋北 RC 浦野 三男君 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1687回例会 

欠席会員数  １０名  欠 席 会 員  3名中 

出席会員数  ２７名  MAKE UP  2名 

出 席 率  72.97％  出席率訂正  96.67％ 

会  長  挨  拶 

                                   会長 加藤 昌之 

 またしてもアメリカで

銃に依るテロで５０名の方

が亡くなりました。誠に残

念な事です。世界の平和の

願いがなかなか実現しませ

ん。 

今月２日に講演の為に広

島に行ってきました。時間があったので１週間前オバマさんが訪れた

平和公園を見学してきました。 

今まで何回も見学しましたが、目的は丹下健三の建築を研究するた

めでしたが、今回は改めて「平和や人道の問題」について考えてみま

した。ロータリーも国際平和についての多様なプログラムを持って、

平和に貢献しています。日本では憲法改正等平和の問題を論じるとき、

政治的な問題と捉えられやすい状況がありなかなか口に出しにくい雰

囲気があります。決して平和の問題は政治の問題でなく、日常生活の

中にある極めて重要な問題です。 

 

ロータリー活動に於いても戦争により活動を中止に追い込まれまし

た。米山梅吉の伝記を読むと当時のロータリアンの苦悩と努力には心

動かされます。平和について正しい理解が無いと不幸を招きます。平

和が無いと、人間の尊厳も日常の生活も仕事も無くなります。そんな

思いで、公園を散策しておりましたら、今まで知らなかった石碑を 

見ました。 

それは、マルセルジュノー博士（スイ

スの医師）の石碑です。ここで、注釈を

入れず碑文を読んでみたいと思います。

「1945 年 8月 9日、赤十字国際委員

会の駐日主席代表として来日、広島の原

爆被災の惨状を聞くや直ちに占領軍総

司令部へ行きヒロシマ救援を強く要請、

9月8日調達した大量15屯の医薬品と

共に廃墟の市街へ入り惨禍の実情を踏査、自らも被爆市民の治療にあ

たる。博士の尽力でもたらされた医薬品は市内各救護所へ配布、数知

れぬ被爆者を救う、博士の人道的行為に感謝し、国際赤十字のヒュー

マニズムを讃え永く記念してこれを建てる」 

１ヶ月経っていましたがマッカーサーと掛け合い人道的な活動を取

り組みました。ジュノー博士は昭和 21年 2月にジュネーブの赤十字

本部に帰ると，ただちにアメリカ軍の原爆投下を糾弾するアピールを

発表した．原爆の非人道性を告発し，核戦争を防ぐことの重要性を唱

えたのである． 

今でも命日の６月１６日近くの日曜日には医師会が記念祭を行って

いるそうです。ある人は、「利他主義に生きた医師の軌跡を通じ、戦争

と人間を考えるきっかけになれば」と語っていました。 

「世界の久遠（遠い未来）の平和」を望むのはロータリーの理想な

らば、日本の「恒久の平和」を続けるのは我々の責務であるはずです

が、最近の情勢を見て

いると心安らかになり

ません。今こそ、ロー

タリアンが「平和の問

題」について声を出す

時かもしれません。 

 

2015-16年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 
みんなのために！ 
～奉仕と親睦を楽しむ～ 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t

２０１５～２０１６年度 Ｎｏ．４４ 

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：加藤 昌之 幹 事：足立 陽一郎 会報委員長：杉浦 定文 題 字：遠藤 友彦 



幹 事 報 告 

１．本日のクラブフォーラムでは、年間委員会報告をしていただきま

す。ご担当者の方は、後程よろしくお願い致します。 

 

委員会報告 

・セントラル愛知交響楽団コンサートのご案内 

（親睦活動委員長 西脇 多吉） 

 

クラブフォーラ ム 

 

職業奉仕委員長 近藤 朗 

 

１ まず、平成２７年１０月７日、

職場見学会を行いました。港区金

城ふ頭の名古屋海上交通センタ

ーへ行き、海上保安庁の皆さんが名古屋港の船舶交通の安全等のため

に尽力されている姿を拝見しました。「名古屋港に出入りする船舶の全

てを見守る」という重大な責務を負い、張り詰めた雰囲気もありまし

たが、職員の方々のきびきびとした仕事の様子、忙しい中、私たちの

質問に丁寧に答えてくださる明るく開かれた雰囲気に感動しました。 

２ 同２８年１月２０日には、委員長近藤が、職業奉仕月間卓話を行

いました。企業コンプライアンスについて、お話させていただきまし

た。 

３ 同２８年３月２３日には、優良消防員表彰を行うとともに、北消

防署署長に卓話を頂きました。火災の件数が減少傾向にあるというの

が印象的でした。 

 

国際奉仕委員長 香田 研二 

 

今年度の活動は、国際フードフ

ェスタにおいて、加藤会長と当委

員にて、地区担当ブース（東日本

大震災にて被災された地域の企業等が出店）の集客呼び込みに参加し

ました. 

他、当クラブからは、横田先生が地区国際奉仕委員としてカンボジア

の現地に赴き学校建設等のボランティア行っていただいています. 

  申し送り事項としては、次年度も国際フードフェスタに於いて毎年

活動協力のフード引き換えチケットが皆さんに配布されると思います. 

様々なご都合で期間中行くことができない方々も少なからずお見えに

なると推察しますが、前以てスケジュールのご都合が付かない方々の

チケットを国際奉仕委員の方で集めてお酒や、ご当地名産品を購入し

て当クラブの会合や懇親会に使用など有効活用してはいかがでしょう

か？？ 

親睦活動委員長 西脇 多吉 

 

本年度は夜間例会が３５周年記念

例会を含めて３回、錦・半田南と

の合同例会２回、家族忘年会、春

の家族会と食の会３回を合わせますと１０回（食の会と夜間例会各１

回予定分を含む）の例会等がありました。 

会員相互に親睦を深め、楽しめればなあというおもいで行って参りま

した。何とかやってこれましたのも皆様の御支援と御協力を頂いたお

陰です。厚く御礼を申し上げます。 

また、従来昼のビジターの受付につきまして事務局だけで対応してお

りましたが、やはり事務局員１名で受付をするのは大変と言うことで

今年度からまた親睦活動委員会が受け持つことになりました。 

あと残すは６月２２日の食の会、６月２９日は本年度最後の夜間例会

です。ご協力頂きますようよろしくお願いいたします。 

 

クラブ奉仕活動委長  

西脇 良一 

 

皆さん今日は。本日はクラブ奉仕

委員会の年次報告をさせていた

だきます。 

地区研修・協議会 第 2分科会 クラブ運営部門においてクラブ奉仕に

ついて、ロータリーの出発点は親睦・友愛・友情といったものであり、

その後にそれを土台として各種の奉仕が発生したのであるなどと、教

えられ、色々と参考になりました。 

その後 6月 1日にクラブ奉仕委員会並びに懇親会を開催させていたし

ましたが、皆さん大変にお忙しいなかを出席いただきまして大変に感

謝しております。おかげさまで、皆様と沢山のコミュニケーションを

とらせていただき、楽しく親睦を深め、今後のクラブ活動にとり大変

に有意義な充実した会合となった様に思いました。今後もさらに親睦

を深め奉仕活動にも努力していきたいと思います。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

加藤 昌之君 

ゴルフ友の会、本年度初優勝しました。ありがとうございました。 

【梅雨らしくなってきました。体力をつけて夏を迎えましょう。】 

加藤 昌之君 杉浦 定文君 伊藤 晋一君 梶川 久雄君 

横井 尚啓君 古川 康司君 岩田 滿治君 渡邉 泰彬君 

西脇 多吉君 遠藤 友彦君 斉藤 裕也君 横井  登君 

小關 敏光君 玉置 正樹君 足立陽一郎君 加藤あつこさん 

梅田  渉君 

阿部 美男君 

 

尾關實津成君 

宇都木 寧君 

 

近藤  朗君 

木村 雅一君 

西脇 良一君 

入江 由希子さん 

 


