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 皆さんこんにちは。まだ夏休み中とい
う会社もあるかと思いますが、おおむ
ね休み明けという方が多いのではない
かと思います。今年はとりわけ夏期休
暇を海外でという方が昨年比で1.5倍
と多かったようであります。
　さて、今中国で世界遺産にも登録さ
れている万里の長城が農民がレンガを
はがすなどした為、損壊が進み、既に半分以上が消滅したと言
われております。
　万里の長城は紀元前8世紀からの中国春秋戦国時代に北方
の騎馬民族などの侵入を防ぐ目的で国内諸侯が築城を始め、
3世紀に国内を統一した秦の始皇帝が大増築し、西は砂漠に
面する甘粛省から、東は渤海を臨む河北省まで、つなぎ合わせ
ると全長6,300km以上に及びます。現在の長城は明代の遺構
とされております。1987年に世界遺産に登録されました。北
京郊外の八達嶺、居庸関などが観光地として整備され、一般公
開されております。2002年、中国の専門家が実地調査したと
ころによりますと、完全な形で残っているものは2割未満、一
部 損 壊 して い る も の が 約 2 割 で、残 存 部 分 は 合 わ せ て
2,500km程度で残りは消失してしまったようです。20年前の
調査では全長の3分の1が消失していましたので、その範囲は
さらに拡大したことになります。長城は日本人観光客にもな
じみのある北京郊外がよく知られておりますが、破壊は観光
地化していない地区で進んでおり、近くに住む農民が長城の
レンガを民家や、家畜小屋、道路建設の資材にする為はがして
持ち去るのが主な原因とされております。
　河北省北部では、1km以上にわたり根こそぎ消失した長城
跡もあったそうです。調査に対してこの壁が長城とは知らなかっ
たという住民も多く、住民の知識不足に問題があるようですが、
いろいろな角度から対策を講じ、二度とはできない世界遺産
が守られるよう求められております。

本日は「第2回クラブフォーラム」です。
次週8月25日（水）はガバナー公式訪問です。南RCがホスト
で、名古屋観光ホテル3F「那古の間」にて4RC合同で行われ
ます。よって8月26日（木）は振替により休会となります。
本日例会終了後、13時35分より「臨時理事会」を4F「梅の間」
にて開催いたします。関係各位はご出席お願いします。

・
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・

幹事報告 稲葉 徹幹事
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臨時例会変更のお知らせ

（注）※は休会につきビジター受付はありません。

出席報告 岡本忠史出席委員

会員75名　出席56名  （出席計算人数57名）

出席率82.46％
8月5日は補填により
7月29日は補填により
7月22日は補填により

96.49％
98.25％

100％

（西本 哲会場副委員長）
ストレッチング（倉澤 寛会場委員）

「それでこそロータリー」
大島会長友人　船渡昭人氏
　　（宮崎信次親睦活動委員紹介）

8月6日は誕生日でした。

8月31日は私の誕生日です。

8月16日は誕生日でした。

8月8日は妻の誕生日でした。きれいなお花を有難う

ございました。

・

・

・

・

大江健一ニコボックス副委員長ニコボックス
舘　　健吾君

西　　初彦君

岡本　忠史君

加納　　裕君
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委員会・同好会報告

　本日メールボックスに、職場例会のお知らせが入れてあり
ます。例会日が予約の関係で1週間遅れましたのでスケジュー
ルの訂正をお願いします。次に中部国際空港を見学するにあ
たり、名簿が必要となりますので参加される方は9月2日ま
でにご返答下さい。まだ理事会の承認を得ておりませんので、
食事の場所等、一部変更になる場合もあります。よろしくお
願いします。

 職業奉仕委員会　岡村達人委員長

　9月21日（火）に愛・地球博チャリティゴルフコンペが、三
好C.Cにて開催されます。賞品なども多数用意してあるとの
ことです。ゴルフ部会の協賛ですが、皆様お誘い合わせの上、
多数ご参加下さいますようよろしくお願いします。

 ゴルフ部会　内田久利君

　8月26日の総会で、玉ノ湯に到着してから、下駄箱に靴を
入れ鍵をフロント迄お持ちください。タオル、浴衣を受け取
れます。フロントでは瑞穂RCといって頂ければ通用します。
総会前に入浴される方はご利用下さい。総会は6時からで、部
屋をキープしてありますのでそちらへ集合して下さい。

野球同好会　馬場將嘉君

第2回クラブフォーラム
 議長：大島会長　進行：稲葉幹事

　方針・活動計画はクラブ計画書の通りです。本年度もホー
ムクラブ出席を心がけていただき、やむを得ず欠席される場
合はメークアップを確実に行っていただきたいと思います。

 出席委員会　佐藤一郎委員長

　目標等に関しましては、クラブ計画書に書いてあります。
会員増強委員会・会員選考委員会、両委員会と連絡を密にし、
新入会員の職業分類を決めたいと思います。今度新しい方が
入られるようなので分類を行います。

 職業分類委員会　鈴木圓三委員長

　今年度の目標は、会員の減少傾向が続いておりますので、
それに歯止めをかけ、会員を増やしたいと思います。会員の
増加については議論の余地がありますが、会員数増加を目的
とした委員会ですので、会員数増に努力したいと思います。先々
週地区の増強委員会があり、その場でいろいろと議論があり、
中には会員数はそんなに増やさなくても良いのではという
クラブもありました。第2760地区の中でも、会員数が20数
名というクラブが7～8クラブあります。地区全体で、会員数
が減少しておりますので、その傾向を何とか止めたいと言う
のが今年の地区方針です。皆様にはいろいろとお願いするこ
とがありますが、まずは情報をご提供いただければと思いま
す。御協力よろしくお願いします。

　本日理事会で新入会員の審議をさせていただきます。過日、
R情報委員の小串委員長と、私とで入会予定者の企業訪問を
して参りました。いろいろとお話を伺い、その結果を本日の
理事会にて報告する予定です。

 会員選考委員会　松波恒彦委員長

　方針は、会長方針に基づき、会員相互の親睦を図り、私共委
員会全員が力を合わせ一生懸命努めていきたいと思ってお
ります。活動計画ですが、特別例会、RI会長賞への挑戦、25周
年記念事業の成功、となっております。特別例会に関してで
すが、上・下半期4回ずつございますが、春の家族会が25周年
記念事業の関係でありません。去る7月29日にはノリタケの
森での親睦例会も済み、次は秋の家族会となっております。
順次計画を立てて進めて参ります。

 親睦活動委員会　岩田修司委員長

 会員増強委員会　高須洋志委員長

　先週までで、約6回ウィークリーを発行いたしました。形が
変わりまして、皆様には見づらい点などいろいろと意見があ
るかと思いますが、よりよいウィークリーを作成する為、尽
力して参りたいと思います。お気づきの点がありましたら、
クラブ会報委員会、または事務局までお申し出いただければ
と思います。

 クラブ会報委員会　高木 勝委員長

妻の誕生日にお花を有難うございました。

この度三好C.Cにて、万博チャリティゴルフ大会を開催

することになりました。皆様にも多数の参加をお待ちし

ております。

暑い日が続いております。お盆には高村さんにお世話に

なりました。

母の初盆を無事終えることができました。皆さん、その節

は有難うございました。

アテネも暑くなりました。

日本ガンバレ！アテネオリンピック。

ガンバレ日本。

・

・

・

・

・

・

・

景山　和明君

泉　　憲一君

内田　久利君

松井　善則君

守谷　巌樹君

小串　和夫君

渡辺喜代彦君

例会終了後、議長：大島会長、進行：稲葉幹事の下、第2回ク
ラブフォーラムが開かれました。

 ・今年度の委員会活動方針について

　方針・活動計画はクラブ計画書の通りです。委員会の皆様
には大変頑張っていただいており、予定通りに進んでおりま
す。特に25周年の式典に向け、皆様と力を合わせ、全力を尽く
してやり遂げたいと思っております。

 クラブ奉仕委員会　松井善則委員長



　記念すべき25周年も平成17年5月19日に決定し、それに
向け準備を進めております。実行委員会も既に4回開催され、
各担当委員の方には大変努力をして頂いております。また記
念事業等につきましても、検討中です。特に25周年記念例会
当日には、姉妹クラブである台北延平RCや国内友好RCの
メンバーにもご参加頂くということでご案内いたしており
ます。台北延平RCに関しては、遠山延平班長にご尽力頂き、
多数の参加をいただけることとなっております。今後受け入
れ態勢も万端の準備をしていく所存であります。それから当
RC退会者、あるいは亡くなられた会員のご家族もご招待し、
懐かしい交流を図ると共に、退会者の中で会員として復帰
をしていただこうと思っております。現在一部の元会員に声
をかけております。皆様も知り合いに元会員がいましたらお
声掛け頂きますようよろしくお願いします。これからも各
委員会にもご協力頂き、会員の皆様で25周年を祝いたいと
思っておりますので御協力よろしくお願いします。

 25周年記念実行委員会　野崎洋二委員長

　ただいま、各委員会の委員長より今年度の委員会活動方針に
ついてお話がございました。方針、活動計画に基づき、スムーズに
活動が実行されますよう、よろしくお願いします。

 閉会の挨拶　大島議長

　来年度、ローターアクトの地区大会が、熱田RACのホスト
により開催されます。その準備に協力していきたいと思いま
す。それから当RC会員より、RACの例会への参加をお願い
してあります。皆様お忘れなきようご出席頂きたいと思いま
す。もし都合が悪くなりました場合は、他の出席予定の方と
都合をつけて頂き、間違いなく出席下さいますようよろしく
お願いします。例会の開始時間ですが、皆仕事の関係で開始
時刻が遅れる場合もありますのでご理解下さい。他にも、南、
東南、名南RCの方も参加されます。無断欠席、遅刻、早退等
過度な行動はお控え下さい。よろしくお願いします。

 ローターアクト委員会　岩根敬泰委員長

　方針・活動計画はクラブ計画書の通りです。今年度は創立
25周年記念事業を中心とした活動になります。皆様御協力
よろしくお願いします。

 国際奉仕委員会　加納 裕副委員長

　方針・活動計画はクラブ計画書の通りで、ロータリー財団
諸活動についての情報を提供すると共に、国際ロータリー
100周年を祝う活動を実施する。活動計画に関しては、ポー
ルハリスフェロー・マルチプルフェロー・ベネファクターの
増加に努める。財団奨学生のフォローをするなどです。

 R財団委員会　泉 憲一副委員長

　方針・活動計画はクラブ計画書の通りですが、補足しますと、
来年は愛知万博が開催されます。テーマは「自然の叡智」となっ
ております。万博会場での例会参加を通して、次世代に残す
べき財産であります自然環境についてお考え頂ければと思
います。また、熱田神宮との共同事業でありますホタルの飼
育についても、引き続き会員の方のご協力をお願いしたい
と思います。

 環境保全委員会　濱田輝雄委員長

　新世代ということで30才までの若い方々を対象に、ローター
アクト、インターアクト、ライラに協力していきたいと思い
ます。また、皆様方に特にお願い申し上げたいのは、ロータリ
アン講師、職場体験学習受け入れ事業所の登録を推進して
頂きたいと思います。

 新世代委員会　渡辺喜代彦委員長

　委員長、副委員長からは特別なことは伺っておりませんの
で、クラブ計画書の計画に沿って進めて参りたいと思います。

 社会奉仕委員会　西 初彦委員

　方針はクラブ計画書の通りで、できるだけ皆様の身近なニュー
ス、出来事をメッセージとして託して頂きたいと思います。
本年度、1ヶ月あまり過ぎたところですが、皆様にご協力頂い
ている金額は、平年並みに推移しております。今後とも皆様
のご協力よろしくお願いします。

 ニコボックス委員会　田口 豊委員長

　方針はクラブ計画書の通りです。先ほど委員会報告でも申
し上げましたが、職場例会が予定より1週間遅くなりました。
9月30日に予約を取ろうと試みましたが、あいにく埋まって
いた為、日にちの変更をせざるをえませんでした。電話で予
約を取る為、会員の方10数名にお願いして電話をかけ、つながっ
たのが稲葉幹事でした。稲葉幹事、ご協力頂いた皆様、どうも
ありがとうございました。

 職業奉仕委員会　岡村達人委員長

　楽しい会場運営を心がけておりますが、皆様いかがでしょ
うか。10月14日に1200回という記念すべき例会を迎えます。
皆様ふるってご参加ください。また、9月2日には新入会員の
入会式も執り行います。例会にはなるべくご出席の上、お楽
しみいただければと思います。

 会場委員会　天野正明委員長

　方針・活動計画はクラブ計画書の通りです。新入会員の入
会が予定されておりますので、入会をされましたら研修会を
開催したいと思います。

 R情報委員会　小串和夫委員長

　方針はクラブ計画書に書いてあるとおりです。活動計画に
ついては会員による卓話を増やす予定でおりますので、充実
した卓話ができるよう、皆様のご協力を宜しくお願いします。
それ以外にも地区出向者、新入会員の卓話も予定しておりま
すのでご協力お願いします。

 プログラム委員会　田中英雄委員長

ロータリーワールド

　ロータリー創立100周年である2004-05年度の幕開けと
ともに、グレンE・エステス・シニアRI会長は「ロータリーを祝
おう」と世界中のロータリアンに呼びかけています。会長は、
この陽気なRIテーマの下、奉仕、親睦、会員増強、ロータリー
財団支援の増進によって、この特別な年を祝うようクラブと

エステス会長とロータリーを祝おう



　地区に奨励しています。
　ロータリーの善行の担い手を増やす必要性を強調する会
長は、「100周年は感動と喜び、好ましい報道が数多くなされ
ます。これによって入会資格のある人々にロータリーへの関
心が生まれ、来年は私たちが会員基盤を強化する理想的な年
となるでしょう。」と述べています。
　エステス会長は識字率向上、保健、水管理の3つを奉仕活動
の重点分野とするよう、また、継続してロータリー家族を強
化するよう要請しています。「ロータリー家族委員会は、退会
防止において重要な役割を担い続けます」と2月に開催され
た国際協議会で会長は次期地区ガバナーに語りました。「ク
ラブが配慮と思いやりに満ちた雰囲気を奨励し、家族に社交
行事や奉仕プロジェクトに参加してもらえれば、ロータリー
は会員にとって生活を豊かにし、満足をもたらす、現実的な
ものとなるでしょう。」
　会長は世界のさまざまな地域で特定の主題に焦点を当て
た8つの祝賀行事を主催する予定です。最初の会長主催祝賀
行事は地域社会問題をテーマに、韓国のテグ（大邸）で11月
15日に開催されます。2004-05年度会長主催祝賀行事に関
する詳しい情報はwww.rotary.orgの「行事」をクリックして
ご覧ください。

　「ロータリーの地域社会や世界への奉仕の100年をともに
祝う為、この世界随一の街においでくださるよう、私から朋
友ロータリアンの皆さんを個人的にご招待申し上げます」
リチャードM・デイリー・シカゴ市長
　
ロータリー発祥の地シカゴほど100周年にロータリーを祝
うにふさわしい場所があるでしょうか。6月18日～22日に
予定されている2005年RI国際大会に集まるロータリアンの
皆さんには、五大湖畔に位置するエネルギッシュで活気に満
ちた街、文化的アトラクションや美術館、建造物、独特なレス
トラン、「魅惑の1マイル」と呼ばれるショッピング街で世界
に知られるシカゴを体験していただけます。
　シカゴの持ち味に加え、ホスト組織委員会が数々の催しを
計画しています。6月18日（土）にシカゴ中心街を抜ける同僚
ロータリアンのパレードに加わって下さい。翌朝には、ポリオ・
プラス募金の年次行事Race to the Finish（8キロ走と5キ
ロ歩行）にご参加ください。それから4日間の行事中に、アメ
リカ中西部風のホスト・ホスピタリティーをご満喫ください。
　登録、本会議、友愛の家をはじめ、すべては米国最大のコン
ベンションセンターであるマコーミック・プレイスで行われ
ます。いつも刺激と感銘に満ちた本会議に予定されている基
調講演者の一人はCNN創立者で慈善家のティッド・ターナー
氏です。
 　2005年RI大会に計画されているこれらの行事やその他
多くの活動について、詳しい情報はwww.rotary.orgの「100
周年祝賀」（Centennial Celebration）をクリックするか、ホ
スト組織委員会のウェブサイト（www.rotaryhost2005.org）
をご覧ください。
　

ロータリー100周年を祝う2005年シカゴ大会

　この7月1日にロータリー100周年が始まり、世界中のロー
タリアンは祝賀の準備を整えつつあります。ロータリー・ク
ラブ100周年社会奉仕プロジェクトから双子クラブ、そして
特別記念行事まで、クラブと地区はロータリーとその奉仕の
100年を強調する幅広い活動を計画しています。
　2005年2月23日（水曜日）は世界的な祝賀の日となります。
166カ国のロータリー・クラブがロータリー創立100周年の
特別な催しを計画しています。その一つとして、アルゼンチン
とチリのロータリアンは天空に近づこうとしています。隣接
する第4860地区（アルゼンチン）と第4340地区（チリ）はそ
の日、プロの登山家がアンデス山脈最高峰、西半球最高峰の
アコンカグアに登頂し、ロータリーの旗とメッセージを山頂
に立てることを計画しています。あなたのクラブが独創的な
祝賀行事を計画している場合は、是非アイデアをロータリー・
ワールドに紹介してください。
　100周年はクラブのプログラムでロータリーの歴史に焦
点を当てる絶好の機会です。ロータリーの創立から100年間
のダイナミックな歴史について詳しく知りたい方は、ロータ
リーの百年史である「奉仕の一世紀国際ロータリー物語」を
ご注文ください。現在、英語、フランス語、日本語、韓国語、ポ
ルトガル語、スペイン語で出版されています。
　ロータリー100周年の詳しい情報（2月23日の祝賀行事ア
イデア、RI援助源、100周年ボランティア月間など）は、本誌
の4ページと5ページをご覧ください。
　

ロータリー100周年の幕開け

シカゴでもひときわ素晴
らしい建造物の一つ、リ
グリー・ビルはリグリー・
チューイングガム会社の
世界本部です。

ロータリー・クラブ
は常に創立記念日
を大切にしてきま
した。写真は1920
年に発足15周年を
祝うシカゴ・ロータ
リー・クラブ

ガバナー公式訪問（4RC合同）
　 於

：
：

12：30より
名古屋観光ホテル 3F「那古の間」 

今週行事 8月25日（水）

次週卓話 9月2日（木）

卓話講師

テ ー マ

：

：

中日新聞編集 兼 論説委員　五十川仁達
（金城学院大学非常勤講師）
「情報への対応」


