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本日のプログラム

卓話
「 ロー タ リ ー の国際 奉 仕 」
地 区 国際 奉仕 委員 会

副 委員 長

鈴 木 吉 男 様 （津 島 Ｒ Ｃ ）
会長挨拶
柴田裕市
「熱帯林にアンコールワットより
古い巨大遺跡発見」
１２世紀アンコール王朝時代ヒン
ドゥ教寺院として３０年を超える歳月
を要して建てられ、途中ジャングル
に埋もれていたが発見され１９９２年世界遺産とされた
のが、現在のアンコールワットである。
※平成２５年６月２０日付けの新聞記事で次のような記
事がありました。
（筑波大の下田一太助教授などの国際研究チーム
は、カンボジア北西部のアンコール地区で熱帯林に隠
れた巨大遺跡を見つけたと発表した。１２世紀前半に建
設された世界遺産のアンコールワットより古く、９世紀
ごろに建設されたクメール帝国の首都とみられる灌漑
が整備されていたことも分かった。日本やカンボジ
ア、フランス、英国などの研究チームが、昨年４月ヘリ
コプターからレーザー光線で密林の３７０㎢を調査し発
見した。研究チームは、８０２年頃に建設されたとされ
るクメール帝国の首都マハンドラパルバタの遺跡とみ
ている。碑文などで存在するとされていたが、証拠と
なる構造物は見つかっていなかった。）
首都マハンドラパルバタは、アンコールワットから北
東に約４０キロ離れた山の中にあり、面積は３０㎢以上
あったと考えられるという。今回の調査で東西に走る
道路や水路、寺院など土木構造物の痕跡も見つかっ
た。クメール帝国中期のアンコールワットやアンコール
トム（１２世紀後半）でこれまで未発見だった道路や運
河の跡も確認されたとの事です。
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第１０８１回（当年度１４回）の記録
ガバナー公式訪問
一宮北・一宮中央合同例会（ホスト：一宮北ＲＣ）
ＲＩ Ｄ-2760ガバナー
田中正規様（西尾ＲＣ）
地区幹事 榊原勝俊様（西尾ＲＣ）
□平成25年１０月１１日（金）12：30～13：30
□会場 一宮商工会議所3F
□開会の点鐘 森 通保会長（一宮北ＲＣ）
□サイン受付 ４名
□ロータリーソング 「我等の生業」
□出席・ニコボックス報告 則武委員長（一宮北ＲＣ）
会 員 総 数
会員出席
状況報告

出席会員数

３２名

他クラブ出席数

４名

修正出席率

前々回
（9/25）

＊他クラブの例会変更＊
名古屋丸の内ＲＣ 10/17（木）

一宮ＲＣ
名古屋北ＲＣ
津島ＲＣ
名古屋東ＲＣ
あまＲＣ
犬山ＲＣ
稲沢ＲＣ
一宮北ＲＣ
尾西ＲＣ
名古屋城北ＲＣ

４４名

10/17（木）
10/18（金）
10/18（金）
10/21（月）
10/21（月）
10/22(火)
10/23（水）
10/25（金）
10/28（月）
10/29（火）

名古屋アイリスＲＣ 10/30（水）

受付時間

８１.８２％
９０.９１％
11：30～12：30

名古屋クレストンホテル9Ｆ
一宮商工会議所1Ｆ
名古屋東急ホテル
ツシマウール会館
ウェスティンナゴヤキャッスル
名鉄グランドホテル11Ｆ
名鉄犬山ホテル
林商事ビル1Ｆ
一宮商工会議所1Ｆ
尾西信用金庫本店1Ｆ
名古屋栄東急イン1Ｆﾛﾋﾞｰ
ＡＮＡクラウンプラザホテルグラン
コート名古屋1Ｆ（12：00～13：00）

１０月は職業奉仕月間・米山月間です

ＲＩ Ｄ-2760

卓話
ガバナー

田中

正規様

ロータリーは各クラブが主体であり、地区はその運営をサ
ポートするためのものです。ガバナーはその地区のＲＩの役員
であり、各クラブの助言者であり、ＲＩの伝道者でもあります。そ
のために私たち夫婦はガバナーエレクトとして、今年１月の米
国サンディエゴの国際協議会に出席してきました。
２０１２－２０１３年度は、ＲＩ会長に日本から３０年ぶりに田中作治
氏がなられ、そのおかげで、日本からの理事や研修リーダー
の方も大変熱が入っていました。本会議の「日の丸」入場の際
には「君が代」が歌われ、大変感動しました。翌朝、日本から参
加した私を含めたすべてのガバナーエレクトが壇上に上が
り、「手に手つないで」を合唱したこともよい思い出になりま
した。
その研修で繰り返し言われたことは、「ロータリーは世界に
類の無い素晴らしい団体であること。地域や世界の発展のた
めに力を尽くせるのはロータリーしかない。そしてロータリア
ンはロータリーから多くの恵みを得ている。」との事でした。今
年度のＲＩ会長ロンＤ．バートン氏は２０１３－２０１４年度ＲＩテーマを
「Ｅｎｇａｇｅ Ｒｏｔａｒｙ Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ」とされました、日本語
訳は「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」です。私は
「ロータリーに積極的に参加し、自分と周りを磨き上げ輝かし
い人生に変えていこう」と理解しております。
ロンＤ．バートン氏は世界中の５３４人のガバナーエレクトと
握手して写真を撮りました。これには３日間かかり、ロンＤ．バー
トン氏は握手で手が腫れたそうです。ＲＩの戦略会議は、ロータ
リーの方向性を決定づける重要な計画です。異なる国や地域
におけるロータリーの状況を調べ、各地域の強み、改善点、課
題を決定します。その中で、「クラブのサポートと強化」、「人道
的奉仕の重点化と増加」、「公共イメージと認知度の向上」は、
戦略計画の１番の重要項目です。
クラブのサポートと強化の目標は、「クラブの刷新性と柔軟
性を育てる」、「さまざまな奉仕活動へ参加するように奨励す
る」、「会員の多様性を増進する」、「会員の勧誘と維持を改善
する」、「リーダーを育成数」、「新クラブを結成する」です。そ
れから、皆さんに考えて欲しいのは、「クラブと地区における
戦略計画の立案を奨励する」ことです。地区も戦略計画を考
えておりますが、３年４年５年先に自分たちのクラブをどうい
うクラブにしたいのか、しっかり検討していただきたいと思い
ます。
人道的奉仕の重点化と増加で、ＲＩの一番重要な奉仕活動は
ポリオ撲滅です。今は、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリ
アに残っています。ただ、なくなったといっても日本でもまだ
予防接種をしているわけで、常に接種率を高めて、ポリオの感
染を防ぐということです。当地区も、インドにポリオワクチンの
接種をしに行きましたが、今年度はロータリーがポリオ撲滅運
動に重点的に取り組んでいるということを２月２３日に新聞マ
スメディアに全国一斉で発表します。その前に当地区は、１１月２
日３日４日、名古屋久屋大通りで「ワールド・フード・フェスタ」を
主催します。その中でもロータリークラブのポリオ撲滅運動を
ＰＲします。
奉仕の分野では、「青少年プログラム」としてインターアクト
クラブ・ローターアクトクラブ・ＲＹＬＡ・青少年交換など各クラブ
でやっていただいております。
ロンＤ．バートン氏は、「他の団体との協力やつながりを深め

て下さい」と強調しています。そして「会員の勧誘と維持を
改善する」、「地元と海外の地域社会へ多大な成果をもたら
すプロジェクトを創造する」ということも言っております。
「公共イメージと知識の向上」は、「イメージとブランド認
知を調和させる」、「行動を主体とした奉仕を推進する」、「中
核となる価値観を強調する」、クラブにおけるネットワークづ
くりの機会、ならびにクラブ独自の主な活動について周知を
図るようお願いします。「ブランドの強化」とは、ロータリーと
は何であり、何をしていく団体かを伝え、活動と目標を多く
の人々に伝える方法を改善することです。それには，ロータ
リーのルーツを伝える。ロータリーのユニークさを伝える、
ロータリーのメッセージを伝える、ロータリアンやクラブの意
欲を高めることが必要です。
今年度の地区の方針、地区の重点項目は「会員の意識向
上」、「クラブのパワーアップ」、「地区の改革」、「会員増強」
です。また、クラブや地区
で将来のリーダーとなる
人を育てる必要がありま
す。地区の改革は、今回初
めて委員会と委員の定数
を削減し地区のスリム化
を図り新陳代謝しました。
２７６０地区のキャッチフ
レーズは、「磨いて 輝こ
う」です。１年間よろしくお
願い致します。

ニコボックス（ＡＢＣ順）
☆春木和美君
田中ガバナー、榊原地区幹事、本日はありがとうござ
います。空は秋晴れ！宜しくお願い致します。
☆長谷川正己君
田中ガバナー、榊原地区幹事ようこそお越しください
ました。本日は宜しくお願いします。
☆今井多美子君
例会に出席できたので。
☆猪子裕史君
ガバナーよろしくお願いします。
☆梶原誠二君
例会に出席できたので。
☆加藤恭章君
例会に出席できたので。
☆小島三男君
田中ガバナーようこそ。西尾張分区一宮北・一宮中央
合同例会に出席を賜りありがとうございました。今日
は楽しい勉強会になりますようお願い申しあげます。
☆松前憲典君
本日は、田中ガバナーと榊原地区幹事には、一宮北・一
宮中央合同例会にご出席いただき、心からご歓迎申し
上げます。よろしくお願いいたします。
☆森 明美君
良いことがあったので。例会に出席できたので。
☆森 俊一郎君
一宮北ＲＣの皆様、いつもお世話になっています。
☆西岡則男君
田中ガバナー、ようこそ。今日は宜しくお願いします。
☆尾関一之君
田中ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
☆柴田裕市君
第２７６０地区田中ガバナー、榊原地区幹事、ようこそ。
本日は、よろしくお願い申し上げます。
☆田宮 均君
田中ガバナー、ようこそ。一宮北ＲＣのメンバーには、
いつもお世話になっております。今日は、よろしくお願
いします。
☆山田秀代君
例会に出席できたので。

次回１０月２３日（水）の予定
（例会変更）
西尾張分区合同ゴルフ競技会
岐阜関カントリー倶楽部

ＡＭ７：３０現地集合

