
◆司　　 　　会　遠藤　友彦君

◆斉　　 　　唱　それでこそロータリー   

次回の例会 （第１８５０回） １２／７ （水）

第１８４６回例会記録 　 　１１／１３ （水） 晴

本日の例会 （第１８４９回）１１／２７ （水）

会員数      35 名

欠席会員数       8 名

出席会員数     27 名

出席率  　77.14％

前々回訂正　　　　 1845 例会

欠席会員 　　　  3 名中

MAKE UP 　　　　　1 名

出席率訂正      93.94％

会長　近藤　朗

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 ： 名古屋東急ホテル　 中区栄 4 丁目 6 番 8 号

　　　　　　（052） 252-8658

事務局 ： 名古屋市中区栄 4 丁目 6-3　岡崎ビル 2Ｆ

　　　　　　（052） 253-9075　　FAX （052） 253-9076

　　　　　　E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp

会　長 ： 近藤朗　幹　事 ： 梅村美知容　会報委員長 ： 尾関正一　題　字 ： 遠藤友彦

会 長 挨 拶

◆２RC （半田南 ・ 名北） 合同例会及び懇親会を行います。

ホスト ： 名古屋名北 RC　

会 場 ： 志ら玉　   

ロータリークラブ
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出 席 報 告

◆家族忘年会を行います。

時間 ： 午後５時００分～受付　午後５時３０分開始

場所 ： ナゴヤキャッスルホテル　２階　青雲の間

　   

幹 事 報 告

寒くなってきました。皆さま、暖かくして、お風邪など、召しませぬよう

に。 さて、 今週、 香港の状況が逼迫しています。 今日も、 大学

に学生が立てこもっています。 冷戦時代を知っている世代からみる

と、 ソ連とチェコやポーランドとの関係を思い出すかもしれません。

為政者も民衆も、 隣の大きな権力を恐れながら、 行動しています。

私は９月の初め、 「一帯一路」 の真っ只中のプノンペンに行きまし

たので、 中国の大きな力は、 目の当たりにしました。 「レクサスと

オリーブの木」 という本があります。 ２０００年に邦訳されたもので、

副題に 「グローバリゼーションの正体」 とあります。

ここでレクサスというのは、 「厳しい競争の中でも価値を認められた

皆が良いというもの。 誰でもお金で手に入れることができる。」 とい

うような意味でしょうか？　「オリーブの木」 というのは、「代々家族を

守ってきたもの、民族が独自に大切にしてきたもの」 というような意

味です。 信仰に基づく今までどおりの日常等がこれにあたります。

前の本では、 前者が後者を駆逐していく様子も語られています。

私は、 香港の今の状況を、 レクサスとオリーブの木のようにも見ま

した。 圧倒的な人、 モノ、 金という 「量」 で、 押しまくられる様に

も思えたのです。 しかし、 よく考えると、 少し違う。

香港と中国の違いを象徴するのは、 「天安門事件」 についての対

応です。 前者は追悼集会をしますが、 後者は戒厳令を敷く。

ただ、 香港は、 資本主義の 「極」 のようなところを生き抜いてき

ました。 おそらく香港市民は、 「本来の道は、 こちらに通じている。

中国が進めば進むほど、 次の天安門は起きる。」 というのでしょう。

この点で、 「資本主義が進んだ先に、 皆が認めるものがある」 とい

う点では、 香港の方が 「レクサス」 なのか ・ ・ ・ とも思うのです。

人、 モノ、 金、 情報が全世界的に行き交うグローバリゼーションの

中で、 大国も小国も例外なく、 巻き込まれていきます。

日本ももちろんそうです。中国も香港も、為政者、民衆ともにしたた

かです。どのように進んでいくのか、見守って、学びたいと思います。

１.　１２月７日 （土） の家族忘年会について、申し込みの締め切りは

　　本日までとなっております。 また、すでに申し込みいただいた方

　　へ人数分の請求書を同封させていただきました。１２月６日（金）

　　までにお振込下さいますようお願い申し上げます。尚、人数等の

　　ご変更は１２月３日（火）までに事務局へご連絡下さい。

２.　ロータリー財団への寄付申込書（年間１８０ドル） を同封致しまし

　　たので、 １１月２７日（水） までにご提出下さい。 なお分割寄付を

　　ご希望の方は、 必ず分割額をご提示下さい。



誕 生 日

渡邉　泰彬君　明日 （21 日） 創立 40 周年記念事業チャリティー

コンサートの会場、 県芸術劇場コンサートホールの来年度使用の

ための公開抽選会があります。 当選を願っています。 　

梅村　美知容さん　今日も理事会ごくろう様でした。

近藤　　 朗君　 平子　明資君　 北村紀子さん　 吉村知紗さん　

横井　　 登君 　梅村　　 篤君　 柴山　利彌君　 岩田　滿治君

河東　広樹君　 足立陽一郎君　 遠藤　友彦君　 杉浦　定文君

 加島　　 光君　 星川　直志君　 西脇　良一君　 玉置　正樹君

梶川　久雄君　 香田　研二君　 伊藤　晋一君　 阿部　美男君

木村　雅一君　  梅田　　 　渉君　 尾関　正一君   入江由希子さん

加藤　あつこさん　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【本日は、 地区大会報告、 よろしくお願いいたします。】

３.　国際ロータリー第２７６０地区２０１８－２０１９年度、ロータリー財団年

　　次基金寄付優秀クラブ、 会員一人あたり上位５位クラブとして表

　　彰状が届きました。

４.　来る６月６日から１０日まで、 米国 ・ ハワイ ・ ホノルルで２０２０年ロ

　　ータリー国際大会が開催されます。（ガバナーナイト　６月６日に開

　　催） 本日ご案内を同封させていただきました。 １２月１５日までにご

　　登録されますと早割割引が適用されます。 ご参加をご希望の方

　　は、 事務局までお申し出下さい。

５.　次週例会 （１１月２７日　水） は、半田南ＲＣと合同夜間例会及び

　　懇親会と行います。 昼間例会を変更して行いますのでお間違え

　　のないようお願い致します。

　　会場　志ら玉

　　午後５時３０分～　受付　

　　午後６時００分～　例会

　　午後６時３０分～　懇親会

　　会費　１５， ０００円　※当日にお支払い下さい。

６.　梶川久雄君が１１月２７日 （水） より下記の住所に変更されます。

　　ご確認よろしくお願い致します。

　　〒４６１－００４８　名古屋市東区矢田南二丁目七番十九号

地 区 大 会 報 告

私は、 大会２日目について、 報告致します。ＲＩ会長代理、 ガバ

ナーは、 何れも、 「ロータリ - は、 コダックになるなかれ」 と言い、

「過去の優れた点にしがみついて変わらないのではなく、 変わって

成長していくこと」 を強調されました。 また、 記念講演では、 橋下

徹氏が、「大阪都構想」 について、 語りました。 「府と市とが争うの

ではなく、 一体となって、 大阪を盛り上げていくのでなければ、 都

市としての競争力を失う。」 という趣旨でした。 また、その後現れた

大村知事は、 「政治は結果である。ＧＤＰ等で、 愛知は大阪を上

回っている。」 と述べました。 お二方の政治姿勢が対比でき、 非

常に勉強になりました。

近藤　　朗君

加藤あつこさん

2019.11.09 の青少年フォーラムでは、インターアクト ・ ローターアク

ト ・ ROTEX （交換留学生）・RALA 学友の各代表者の発表があり

ました。 それぞれの活動は素晴らしい発表でした。

そんな中当名北ロータリークラブも提唱している名城ローターアクト

については、 大きな問題に直面していることをご報告致します。

12のロータリークラブが提唱し今年度 25 周年を迎え喜ばしい時に、

RAC 会員減少のため、 今後の存続が危ぶまれていることです。

12RCの委員長で今後どうするかのアンケートに基づき例会を重ねま

した。 その結果、 今一度原点に立ち、名城 RAC を盛り上げようと

いうことになりました。 どうか　会員のみなさまのお子様 ・ お孫様 ・

お知り合いの方々に積極的にお声を掛けていただき一人でも多くの

会員増強にお力を頂きますようお願い申し上げます。また今年度は、

2760地区のローターアクトがホストとなり全国大会の大きな行事も控

えております。 一層のご指導 ・ ご協力をお願い申し上げます。

西村　　努君

青年フォーラムでは、 海外留学された全ての学生さんの体験談を

聞く事が出来て参加された皆様それぞれが素晴らしい体験発表を

されとても感銘を受けました。

二日目は、 伊藤ガバナーのお話、 RI 代理の方のお話等、 勉強

になりました。 その中でロータリーがトップのほうから、 変わって行こ

うとする、 お考えが良く分かりました。

また、最後の橋下氏、大村知事のお話は、とても面白く、また、今後

の参考になりました。有意義な二日間を誠に有り難う御座いました。

ニ コ ボ ッ ク ス


