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例 会 報 告

出 席 報 告

会 長 挨 拶

会長　　香田　研二

会員数   　３３名　 前々回訂正　 　 １９０５例会

欠席会員数 　 　７名　 欠席会員      　　 　７名中

出席会員数       ２６名　MAKE UP             ２名

出席率 　　　　　７８.７９％　  出席率訂正    　　 ８２.１４％

２０２１～２０２２年度　Ｎｏ.１６

１２月日、早くも師走になりましたが本日は、 名古屋市北 ・ 楠図書

館　館長　富田浩一様をお迎えしての例会です。

後程、富田館長には私達名北 RC の寄贈図書についてお話頂き

ます。 富田様どうぞよろしくお願い致します。

さて、 先の 11 月 29 日地区クラブ活性化セミナーに参加して来ま

した。 沓名ガバナーよりも本セミナーの内容を各クラブに持ち帰り

共有化をして頂きたいとの旨のお言葉を承ってます。

本日は財団委員会福田哲三副委員長の 「ロータリー財団の役割

とグローバル補助金」 セミナーをお話します。

福田さんが、米国のロータリークラブに入会した当初あるロータリア

ンから 「何のためにロータリーに入ったの？」 と聞かれ、

A． ロータリーに入るのが目的？

B． 何かをするためにロータリーにはいった？　

と、 問われたそうです。

勿論Ｂであり、 単なる対外的社会的地位 （見栄） や自己満足で

はなく各奉仕を実践し社会に貢献するのがロータリアンです。

皆さんご存じの通り１９０５年ポール ・ ハリスがロータリーを設立した

当時のシカゴは移民が８０％を占め商道徳意識も低い混沌とした

時代でした。１９２５年のシカゴはかの有名なギャングアル ・ カポネ

の時代でもありました。

ＲＣは信頼できる仲間との互恵関係を基に発足した訳ですが、 １９

０６年ポール ・ ハリスは弁護士ドナルド・カーターをＲＣに誘い断ら

れました。 理由は、 「自分は職業を通じ社会に貢献することが存

在の証であり、 社会的に何もしない団体に将来性も魅力も無い」

でした。 互恵と親睦のみに終始することに限界を感じていたポー

ル・ハリスは定款を改訂しカーターを再度勧誘します。

互恵 ・ 親睦に 「奉仕＝Service」 を加え社会との接点とし１９１７年

にはロータリー財団が発足しました。

因みに１９１７年設立のライオンズの財団は１９６８年発足です。

①ロータリアン自らが事業を計画。

②自らの事業に寄付金を利用し 「活性化」 する。

大いに寄付し、 大いに活動＝奉仕を実践し社会に貢献する。

開かれた多様性の奉仕活動は公共イメージの向上に繋がり世間

の認識をより幅広く高め、同じ志の仲間を大いに増やす＝会員増

強となり、 活性化され更なるクラブの発展になります。

そのように各奉仕活動による社会貢献＝公共イメージ向上＝会員

増強＝クラブの活性化 ・ 発展は各々の奉仕が密接に連携するこ

とが非常に大切になります。

本日は、地区補助金を活用した社会奉仕活動の図書寄贈のお話

を頂く機会でもありますが、例えば祖父江社会委員長が企画 ・ 立

名古屋名北ＲＣ忘年会を開催します。

本日の例会 （第１９０８回）　 １２／８　（水） 

クラブ年次総会を開催します。

次回の例会 （第１９０９回）　 　１２／１５　（水） 

司　　　　 会　 伊藤　晋一 君

斉　　　 唱 　　国歌／君が代　ＲＳ／奉仕の理想

ご 来 訪 者  名古屋市北図書館 ・ 楠図書館　

　　　　　　　　館長　冨田　浩一　様

第１９０７回例会記録　 　１２／１ （水）　晴　



幹 事 報 告

１． 本日は、名古屋名北ＲＣ忘年会です。 ごゆっくりお寛ぎ下さい。

２．次回例会１２月１５日（水）は、クラブ年次総会になっております。

    ご欠席のないようお願い致します。

３．１２月１日よりロータリー適用相場（ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ）が 1 ドル１１４円

    （１１月 ： 114円）に変更される旨国際ロータリー日本事務局より

    連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。

感謝状 ・ 目録贈呈式

名古屋名北ＲＣは、 社会奉仕事業の一環として、名古屋市北図

書館 ・ 楠図書館へ図書寄贈をしております。

名古屋市北図書館 ・ 楠図書館より感謝状を贈呈、 目録の贈呈

を行いました。

名古屋市北図書館 ・ 楠図書館　

　　　　　　　　館長　冨田　浩一　様

名古屋市北 ・ 楠図書館の館長の冨田と申します。本日はお招き

いただきましてありがとうございます。本年も北・楠図書館への本の

ご寄贈をいただきまして、誠にありがとうございました。本日は、 今

年ご寄贈いただきました本を中心にしてお話させていただきます。

これまで名古屋名北ロータリークラブ様からは、平成２９年度から

５年連続して毎年 １０万円、 計５０万円相当の本のご寄贈をいた

だいており、 その冊数は合計２７１冊となっております。

その分類としては一般図書が１１２冊、 児童図書が１５９冊で、北図

書館には１２１冊、 楠図書館には１５０冊をご寄贈いただいておりま

す。 今年は北 ・ 楠図書館に４０冊の本をご寄贈いただきました

が、その中で特徴的なものとして北図書館に３冊の大型絵本をご

寄贈いただきました。

本日は、 現物をお持ちいたしましたのでご覧いただきたいと存じ

ます。大きさは通常の絵本と比べて 縦 ・ 横の長さが約２倍となっ

ており、 本の面積は約４倍となります。

ご覧いただきますように、とても迫力があり、 子どもさんたちにも大

人気で、 目を輝かせてご覧になられます。

このうち 「パパ、 お月さまとって！」 は仕掛け絵本となっており、ペ

ージが広がったり飛び出したりして大変人気のある絵本です。

また、 「おべんとうばこのうた」 も有名なわらべうたが絵本になった

もので、 声に出して歌っていただける愉快な絵本ですし、 「もり

のおふろ」 もかわいい動物たちがたくさん出てくる楽しい絵本と

なっています。

大型絵本の価格は通常の絵本の７～８倍となっており、「パパ、お

月さまとって！」 は税込価格で１１,０００円と高価な本で、 図書館

でもなかなか購入できないものです。

今回のご寄贈は大変ありがたく存じております。

そして今回、 これらの大型絵本をはじめとした絵本の活用方法に

ついて、祖父江社会奉仕委員長様とご相談させていただきました。

現在、 ご寄贈いただいた大型絵本を使ったおはなし会を、 来年

１月１４日に祖父江委員長様が園長をなさっておられる 「徳風幼

児園」 にて開催することを企画させていただきただいております。

当日の絵本の読み聞かせは北図書館の司書が行いますが、祖父

江園長様からも園児向けのお話をお願いしているところです。

さらに、来年度以降においても、 ご寄贈いただいた絵本を使った

おはなし会を北区内の幼稚園や保育園などで開催していきたい

と考えており、その際には、祖父江委員長様にもお話をしていただ

ければと厚かましくも考えております。

ご寄贈いただいた本を、多くの市民の方に楽しんでいただけるよう、

これからも知恵を出し工夫してまいりたいと存じますので、今後とも

図書館へのご理解、 ご支援のほどよろしくお願いいたします。

案した図書読み聞かせ会は青少年奉仕でもあり、 祖父江さんの

職業のノウハウも遺憾なく発揮した職業奉仕でもあります。

この活動を世間に広く認識していただくには、塚本公共イメージ向

上委員長との連携が非常に重要になります。

このように各奉仕委員会が連携しクラブの活性化 ・ 発展を実現し

て行きたいものです。



【もう師走ですね。 皆様お身体気を付けて下さい。】

香田　研二君　 伊藤　晋一君　 玉置　正樹君　 足立陽一郎君

平子　明資君　 渡邉　泰彬君　 杉浦　定文君　 尾關實津成君　

岩田　滿治君　 柴山　利彌君　 塚本　　 隆君　 吉村　知紗さん

林　　　　功君　 中島　宗幸君　 加島　　　光君　 　祖父江佳乃さん

尾関　正一君　 梅村　　篤君　 河東　広樹君　 加藤あつこさん

加藤　昌之君　 中野愛弓さん　　　　　　　　　　　　  　　

ニ コ ボ ッ ク ス

名古屋栄ＲＣ卓話

１１月２９日 （月） 名古屋栄ロータリークラブ

名古屋栄ロータリークラブから、 当クラブの祖父江 佳乃さんに卓

話のご依頼がございました。

「仏の教えに学ぶ不安との向き合い方」 についての卓話をしてい

ただきました。

当日は香田会長、 加島幹事もビジターで出席されました。 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場 ： 名古屋クレストンホテル

社会奉仕委員会

　　　委員長　祖父江　佳乃さん

読書について。

目の前に夢中になれるものがある時は良い余裕ができた時です。

自分が正しいという思いを持ちすぎると、 正しくない人に対して、

徹底的に批判するのが人間の性。

普通に生きていたら正しいものなど分からないです。

諸行無常。

人は綺麗なままで人を殺せます。

これを、こうする、これをしたらこうなるというころが思い浮かばない

と、 事件という悲しいことがおきます。

その想像力が見つかるのが読書です。

その時代時代の考え方で、 源氏物語 「もののあはれ」 自然と

涙がこぼれおちます。

本のない部屋は、魂のない身体のようです。

度重なる時代の不安は心の負担です。

その不安と負担の折り合いを心につけるのが読書です。

限られた経験が読書によって広がります。

正しいという自分が 「どうなんだろう」 と考えることができます。

梶川　久雄君　　 ７５際の誕生日を祝っていただいて、 合わせ

                      て妻の誕生日も！

１２月誕生日 ・ 結婚記念日

　　  

　　１２月１日 梶川久　雄君　１２月２８日 河東　広樹君

   

　　１２月２日 　林　  　　功君ご夫人　１２月５日 柴山　利彌君ご夫人

　 １２月２２日 梶川　久雄君ご夫人

      　

　 １２月２５日 香田　研二君

会員誕生日

配偶者誕生日

結婚記念日


