
                                                                                          

本日の例会（第１７４９回）   ９／２０（水） 
◆本多ガバナー補佐訪問が行われます。 

 

次回の例会（第１７５０回）   ９／２７（水） 
◆2RC（錦・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

◆ホスト 名古屋名北ＲＣ  ◆会場 名古屋東急ホテル 

 
 

第１７４８回例会記録   ９／１３（水）晴 
◆司   会 平子 明資君 

◆斉   唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介 名古屋市観光文化交流局ナゴヤ魅力向上担当部 

ナゴヤ魅力向上担当室 室長 田頭 泰樹様 

元米山奨学生 李 永俊様 
 

出 席 報 告 

会 員 数  ３４名  前々回訂正  174６回例会 

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  25名  MAKE UP  1 名 

出 席 率  73.53％  出席率訂正  92.59％ 

 

会  長  挨  拶 

   会長 加藤 あつこ 
皆さま こんにちは。朝夕は、めっ

きり秋の季節になりました。日本南

方では台風 18 号が発生しています。

強風、豪雨の大型にて自然の力には

脅威を感じます。何事もないように

したいものです。本日は、元米山奨

学生の 李 永俊（イ・ヨンジュン）様にお越しいただいております。よう

こそお越しくださいました。会員一同 心より歓迎申し上げます。どうぞ ご

ゆっくり お寛ぎ下さいませ。先日は、ご丁寧に会員全員にプレゼントをお

送り頂きあれがとうございました。厚くお礼申し上げます。後ほど ごあい

さついただきます。よろしくお願い申し上げます。さて 本日の卓話は、渡

邉さんのご紹介で田頭泰樹様に卓話をして頂きます。田頭様は、名古屋市観

光文化交流局 ナゴヤ魅力向上担当部 ナゴヤ魅力向上担当室 室長をお務

めでございます。テーマは、「名古屋 魅力向上・発信戦略」です。よろしく

お願い申し上げます。 

9 月は、国際奉仕月間・ロータリー友月間です。本日は、ロータリーの友 9

月号についてお話しさせていただきます。内容は、ロータリーの歴史にはじ

まり、ロータリーの基本と現在のロータリーの活動、これからのロータリー

ライフを楽しく、10 年後、20 年後と輝き続けるためのパワーを見つけるた

めに活用していくことを目的としています。 

まず、はじめは、ロータリーの誕生（6Ｐ）です。 

20世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の陰で、商業道徳の欠

陥が目につくようになっていた。ちょうどそのころ、ここに事務所をかかえ

ていた青年弁護士ポール・ハリスは、この風潮に耐えかね、友人 3人と語ら

って、お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま

親友関係にまで発展するような仲間を増やしたい、という趣旨でロータリー

クラブという会合を考えた。ロータリーとは集会を各自の事務所 持ち回り

で順番に開くことから名付けられたものです。歯車です。 

こうして 1905年 2 月 23 日にシカゴロータリークラブが誕生しました。 

このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫理を重んずる実業家、

専門職業人の集まりなのです。 

続いて、日本のロータリーについてです。 

わが国最初のロータリークラブは、1920（大正 9）年 10 月 20日に創立

された東京ロータリークラブです。翌 1921年 4月 1日に、世界で 855

番目のクラブとして、国際ロータリーに加盟が承認されました。創立の準備

に奔走したのは、米山梅吉さん・福島喜三次さんなどの先達の功を忘れては

ならない方です。その後、第 2次世界大戦で 1940年に国際ロータリーか

ら脱退し、1949年 3 月に再び復帰加盟しました。その後の日本におけるロ

ータリーの拡大発展は目覚しいものがあります。ロータリー財団への貢献も

抜群で、今や国際ロータリーにおける日本の地位は不動のものになりました。

日本のクラブ数は 2,264、会員数 87,668 人となっています。2020 年は、

日本のロータリー100 周年を迎えます。 

続きまして【ロータリーの目的】です。 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること； 

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識

し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにする

こと； 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活におい

て、日々、奉仕の理念を実践すること； 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理

解、親善、平和を推進すること； 

四つのテスト   現行はこれに照らしてから 

1.真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるか どうか 

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

愛 

～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．１１ 

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



次は【特集】です。7Ｐ～ｐ12にあります 

★より身近な「友」を目指して 

 ロータリアンの義務の一つにロータリー雑誌の購読がありますが、全員購

入はするものの、読む義務に至らないのが現状です。「ツンドク」になってし

まいがちです。是非読んでください。 

★ロータリー雑誌の仲間たち 

31の地域雑誌と「Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｉａｎ」を総称して、「ＲＯＴＡＲＩ

ＡＮ ＷＯＲＬＤ ＭＡＧＡＪＩＮＰＲＥＳＳ」です。。 

各地域雑誌では、その発行地域のロータリークラブやロータリアンの活動を

紹介するとともに、それぞれの国に応じて翻訳して掲載しています。 

表紙にも、そのお国柄が表れています。 

★「ロータリーの友」Ｑ＆Ａ 

Ｑ1 創刊はいつですか の質問 1953 年 1月（昭和 28年）です。1952

年 7 月、それまで 1 地区だった日本のロータリーが、東西 2 地区に分割さ

れました。地区が分かれても、それまで一緒に活動してきた仲間同士、これ

からもコミュニケーションを取ろうという「当時のロータリアンの思いが、

「友」の誕生につながりました。以後、毎月発刊され、今年の 1月で創刊

64年になります。 

Ｑ2 ｛ロータリーの友｝の名付け親は？の質問 

投票によって、岐阜ロータリークラブ会員の遠藤健三氏の案「ロータリーの

友」に決定しました。遠藤氏によると、雑誌「主婦の友」からヒントを得た

と述べている。 

Ｑ3 「友」の発行部数はどれくらいですか？ 

昨年度の平均発行部数は、1 か月約 96,000 部でした。 

ちなみに、最も発行部数が多かったのは、会員数も多く、景気も良かった

1997年の 142,000 部です。（約 30％のマイナスです） 

などなど 詳しい質問が掲載されています。 

Ｐ42～43 ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識が掲載されています。

こちらは、米山記念奨学月間で委員の方からご報告していただきます。 

9月 13 日：今日は何の日？ 

1940年：講談落語協会が艶笑物・博徒物などの口演禁止 

1975年：警視庁にＳＰ（要人警護部隊）誕生 

1988年：コンピューター・ウイルス日本上陸 

1912年：聖将と呼ばれた明治の代表的な陸軍軍人、乃木希典は、大正元年、

明治天皇大葬の日、夫人と共に自刃した。遺書によって、明治天皇への殉死

であることが分かった。この事件を題材として、夏目漱石が「こころ」を、

森鴎外が、「興津弥五右衛門の遺書」を書いている。  

 

幹 事 報 告 

１．次回の例会は、本多ガバナー補佐の訪問日です。なるべくご欠席の

ないようお願い致します。本日、当日のプログラムを同封致しました。

尚、例会終了後クラブ協議会を行いますので、ご出席の方はクラブ計画

書を必ずご持参下さい。 

２．来る９月２７日(水)名古屋錦との２ＲＣ合同夜間例会の出欠票の締

め切りは本日までとなっております。ご回答がまだの方は至急ご提出し

ていただくようにお願いいたします。 

３．来る１０月１４日、１５日に久屋大通公園で開催されます「第５回

ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」の協賛チケット（2,000 円：1,600

円分の会場での利用クーポン券、400円分は寄付金）が届きましたので、

２枚同封致しました。是非とも開場へお出掛けいただき、ご利用くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

元米山奨学生 李 永俊様にご来訪いただきました 
 

卓話 
「『名古屋魅力向上・発信戦略』について」 

名古屋市観光文化交流局 ナゴヤ魅力向上担当部  

ナゴヤ魅力向上担当室 室長 田頭 泰樹 様 

 

 

 

 

 

 

 

昨年４月、名古屋市に新しい組織「観光文化交流局」が作られた。観光

交流部、文化歴史まちづくり部、名古屋城総合事務所、そしてナゴヤ魅

力向上担当部で構成されている。 

ナゴヤ魅力向上担当部は、これまで名古屋市役所内には無かった、シ

ティプロモーションを担当するセクションとして、新たに作られた。 

シティプロモーションを進めていくにあたって、考え方としての「戦

略」を今年３月に策定。現在、その戦略に基づいて業務を行っている。 

その核となる考え方は、名古屋のこれまでの都市イメージを構成する

「歴史・文化」「まちづくり・ものづくり」「環境・デザイン」「なごやめ

し」といった魅力に「スポーツ・ポップカルチャー」を加えて、総合力

としての「名古屋ブランド」の確立を目指すというもの。そして、市民

自らが、まちを楽しみまちの魅力を発見し、さらに発信していく仕組み

を作り、「市民による魅力発信」を進めることで世界に情報を拡散してい

くというもの。 

名古屋は魅力がない街では決してない。最大の問題点は、市民が名古

屋の魅力を理解しておらず、名古屋の良さを内外の人たちに伝えようと

していないことにある。それをどう解決していくのかが、名古屋のシテ

ィプロモーションの最大のテーマである。 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

阿部 美男君 

李さんをお迎えして。 

【イ ヨンジュン様 ようこそ ご来訪ありがとうございます。名古屋市観

光文化交流局 田頭様 本日の卓話 よろしくお願い申し上げます。】 

 

加藤あつこさん 尾関 正一君 平子 明資君 足立陽一郎君 

星川 直志君 梅村  篤君 伊藤 晋一君 岩田  滿治君 

杉浦 定文君 近藤  朗君 柴山 利彌君 梅村  渉君 

玉置 正樹君 西脇 良一君 尾關實津成君 入江 由希子さん 

横井  登君 

木村 雅一君 

石黒  勉君 

宇都木 寧君 

小關 敏光君 

渡邉  泰彬君 

梅村 美知容さん 

 


