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　2011ー 2012年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
	 	 R . I . 会 長	 Kalyan		Banerjee
2580地区テーマ	 「簡素にして充実」	 地区ガバナー	 水 　野　正　人
クラブテーマ	 「質素にして充実」	 クラブ会長	 海 　内　栄　一

本日の卓話

前回（１/25　1252 回例会）の記録

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

２/８	 ３クラブ合同例会
	 	 「そんな食べ方ではもったいない」	 料理評論家　山本益博様

２/15	 「ロータリー財団月間にちなんで」	 日本 IBM　菱沼智子様

２/22	 年次大会に振替

２/29	 「会員卓話」	 笹生貞介君、藤掛靖元君

今後の卓話予定

来　訪　者　紹　介

	 1	日	（72 才）	岩戸正一君	 16	日	（68 才）	天笠悦藏君
２月お誕生日祝

	 18	日	（58 才）	本健太郎君	 20	日	（58 才）	渡辺丈樹君

会長報告＜海内会長＞
ここ三四日はこの冬一番の寒さとなってい
ます。街を歩くとマスクをした風邪気味の
方を多く見受けるようになりました。
昨日は近年に無いような雪が降り積もり久し
ぶりに東京の銀世界を見ることができまし
たが、その前に降った初雪は例年より 13日
も遅いものでした。やはりかなりの温暖化
になっているのかと思い、気象庁の記録を
調べてみると例えば 12 月の日本全国の平均
気温はこの 20 年で 1.2℃上昇していました。

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！

「真のプロ意識とは」
	 	 	 スチールエンジン株式会社（建設工事業）　会長　阿野鉱二様

	 44 名	 0 名	 3 名	 33 名	 8 名	 80.49％	 1250 例会修正　欠席 4名・出席率 90.24％

◆ゲスト １名 東京上野RC　地区ロータリー研修委員長　大野利美知	様 
◆ビジター ４名 東京浅草RC　田中英利	様・河原啓介	様
	 	 東京北RC　森　茂男	様、松戸東RC　渡辺　猛	様

即ち、平均気温が− 1.1℃から＋ 0.1℃になっ
ているということで、気象的に見ると氷がは
る温度から氷がはらない温度になったという
ことです。知らず知らずのうちの大きな変化
です。昔、上野の山でスキーをした経験から
すると間違いなく温暖化はすすんでおり、各
企業と一人ひとりの更なる CO2 削減の努力
をお願いしたいものであります。
一昨日は再来週２月８日に予定されている三
クラブ合同例会の為打合せ会が行われました。
詳細は幹事報告にあると思います。



ニコニコボックス

＜松戸東RC　渡辺猛様＞

・本日、メークアップにきました。よろしく

お願い致します。

＜植木＞

・本日の卓話、『大野様』をご紹介致しまし

た。

＜長島＞

・結婚記念日に花束を戴きありがとうござい

ました。

・今年もカンボジアへ行き、子供達と遊んで

まいりました。

＜浅草RC　河原啓介様、大塚、長島、原田、

太田、海内、矢野＞

・東日本大震災

　　　　頑張ろう　東日本‼

　　　　立ち上がれ　日本‼

＜長島、古谷、宮村、永井、大塚、藤掛、海内、

小林（雅）、藤田、浜中、長沼＞

・大野様、本日の卓話　よろしくお願い致し

ます。

幹事報告＜藤掛幹事＞

・３クラブ合同例会に於いて各テーブルに

テーブルマスターを配置致します。この

テーブルマスターには過去の会長・幹事経

験者を中心に選任致しております。本日、

テーブルマスターをお願いした１６名の

方々にご案内文をお渡しいたしましたの

で、ご一読の程お願いいたします。また、

開催方法の詳細については次回の例会にて

ご案内致します。

・次回例会（２月１日）終了後に、第８回理

事・役員会を開催いたします。理事役員の

方々のご出席をお願い致します。

・三陸やまだ漁協、復興カキオーナーには

１８名の方が申し込まれました。申込代金

１６万円を送金いたします。申込まれた

方々に「カキオーナー証書」が送られて来

るそうです。２年後を楽しみにしたいと思

います。

・ロータリーカードのご案内が来ておりま

す。各テーブルにご案内書がございますの

で申し込まれる方はご一読下さい。

・各クラブから例会変更のお知らせが来てお

ります。クラブ事務所にて御確認下さい。

委員会報告

＜宮村次年度幹事＞

・次年度理事・役員・委員会表を本日ポケッ

トに入れさせていただきました。一年間皆

様のご協力をお願い致します。

＜ゴルフ同好会　髙木幹事＞

・ゴルフ同好会２０１２年活動予定が決まり

ました。スケジュールの確認お願いいたし

ます。



卓　話

「ロータリー理解推進月間にちなんで」

地区ロータリー研修委員長
東京上野ロータリークラブ

大　野　利美知　様

　皆さん、今日は。本日はお招きいただきましてありがとうございます。地区のロー
タリー情報・研修員会委員長の大野です。所属クラブは、東京上野ロータリークラブ
です。入会約 21 年です。
　浅草中央ロータリークラブには、私が青少年交換委員長、副委員長の時にホスト・
スポンサークラブをお願いしに訪問しております。大変お世話になりました。改めて、
浅草中央ロータリーの会員の皆さんにお礼を申し上げます。
　さて、今日はロータリー理解推進月間に因んでということでお招きいただきまし
た。この委員会は今年度から新設された委員会です。次年度も存続されるといことで
すので少しご説明をいたしますと、本来ロータリーの勉強会、これは個々で行う。ま
たクラブが主体で行うのが原則でありますから、そのお手伝いをすることが仕事であ
ります。昨年までは、地区研修員会という名称で企画から、講師までを行っていまし
たが、今年からは、企画する部門を別にすることでもっと充実した研修会が出来ると
いう目的で作られました。
　今月はロータリー理解推進月間です。先ほど申し上げましたが勉強は個人または各
クラブにおいて行うのが原則ですが、私がレベルの高いこのクラブで研修などおこが
ましいので今日は勉強に役立つツールを紹介します。
　ガバナー月信もインターネットで配信するようになりました。もう皆さんはガバ
ナー月信をインターネットからとダウンロードして読んでおられると思いますが、ダ
ウンロードの仕方は、「国際ロータリー第 2580 地区と打ち込んで頂けば、ホームペー
ジが出てきます。その画面にある、ガバナー月信というところをクリックすると毎月
のガバナー月信の画面になります。今月の月信の中の戸田研修リーダーの記事で少々
ショッキングな記事があります。それは沖縄分区で行った研修セミナーの時、ポール・
ハリスを知らない人手を揚げてくださいと言ったら７人から挙手がありました。勿論
新入会員ですが、入会の時、入会後のクラブの研修はどうなっているのかとショック
なことでありました。勿論、戸田研修リーダーは軽い気持ちで、話に入るための導入
のために聞いたのだと思います。入会の誘いの時や、新入会員の研修などは一体どう
なっているのかという疑問がでてきます。



＜今週担当　伊石佳高＞

　今日紹介したいのは、ロータリー文庫です。ここは貴重な資料が保管されています。
場所は、港区芝公園２−６−３にある黒龍ビルの 7階、ここにはガバナー会、2750
地区のガバナー事務所があります。資料数は約 19000 点余、ロータリーの組織に基づ
いた分類項目によって体系的に紹介されています。
歴史は、1920 年に東京クラブが誕生し、1970 年に東京クラブの 50 年史の編集が決定
され、資料が集められました。1971 年に上梓され、この時の資料が基に、ロータリー
を勉強してもらうための図書館を作る計画がおきました。
1970 年に資料室が完成し、東ヶ崎氏の事務所の一角におかれました。1972 年 50 年
史の委員会が解散し、この資料室に 2000 万円寄付され、これが基金になりました。
1973 年に「ロータリー文庫」に改称、資料の保管と活用を始めます。
・資料のコピー　一枚200円
・聴覚用　ビデオ、CDは借りれる。
・1992年2月から資料のデーターベース化とロータリー文庫のホームページの開設。
●運営資金
　各地区会員一人半期 150 円、コピー代金など
　1999 年は運営資金 3700 万円
●ロータリー文庫の果たす機能
　資料の収集、資料の整理　など
　1999 年より「JAPAN	ROTARY	CULBS	LIBRARY」の使用をRI から承認を受ける。
「ロータリー文庫」はロータリアンとともに歩む	「ロータリーの夢の宝庫」なのです。
是非、ロータリー文庫に行ってみてください。ロータリー文庫を活用してください。
　ロータリー文庫通信と入力してクリックすると「ロータリー文庫通信」のホームペー
ジがダウンロードされます。この資料は、ロータリー文庫のデーターベース化した資
料を公開している「ロータリー文庫通信」です。ここでも興味深い資料が沢山ありま
す。是非、ダウンロードして役立ててください。
　あと、時間もありませんので、最後にロータリー電子文庫」を紹介します。
ロータリー電子文庫と入力するとここの画面がダウンロードされます。ここの記事は
非常に興味深いものが多くあり、ロータリーの原点のようなことを知ることが出来ます。
大阪南ロータリークラブの、田中毅さんが主宰している「ロータリーの源流」という
会が資料をデーターベース化して公開しています。ロータリー研究会での「シェルド
ンの思考」の話などが公開されており、シェルドンを知ることが出来ます。
　ロータリーについての勉強は会員個々、各クラブが主体でするのが原則です。是非、
「ロータリー文庫」始め、各ウェッブ上の資料を利用されることをお勧めいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際ロータリー第 2580 地区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロータリー情報・研修委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　大野　利美知


