
 

本日の例会（第１４１８回）    ８／２５（水） 

◆スピーカー  会  員  藤原  研一君 

◆題    名 高齢者介護について 

次回の例会（第１４１９回）      ９／１（水） 

◆ゆったり例会を行います。 

第１４１７回例会記録      ８／１８（水）晴 

◆司    会 岩田  満治君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

出 席 報 告 

会 員 数  42名  前々回訂正  1415回例会

欠席会員数  13名  欠 席 会 員  9 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  6 名

出 席 率  69.05％  出席率訂正  92.50％

会  長  挨  拶 

プラネタリウム 

会  長  伊藤  晋一 

ところで、日本は世界に冠たる「プ

ラネタリウム王国」であることをご存

知でしょうか。日本のプラネタリウム

施設は全国で約300館。総数では、全

土で800館を数える米国に次ぐが、ド

ーム直径、15ｍ以上の中・大規模プラ

ネタリウムでは、日本は 90 館と米国の 50 館を大きく超え、

ダントツの世界一だそうです。 

さて、名古屋市科学館プラネタリウムは、年間25万人が訪

れるトップクラスです。しかも、その7割がリピーター、6割

が大人というのも珍しく、行けば、高い人気の理由がわかりま

す。 

最近は星座の投影も解説もコンピューター任せの全自動と

いう施設が多い中、名古屋市科学館では6人の学芸員が交代で、

投影の度にその時々の見学者層に合わせながら、台本なしの生

解説を続けているのだそうです。1回約50分間の投影時間が

あっという間だったとように思えるのは、それだけ心地よい時

間を過ごせたことの証左でしょう。 

現在の名古屋市科学館は 8 月末で閉館し、代わって来年 3

月、建設中の、ドーム直径 35ｍ（現在は 20ｍ）という世界

最大の新プラネタリウムがオープンします。設備も最新型にな

りますが、学芸員による生解説というスタイルは崩さないそう

です。何より驚いたのは、床面積がかなり広くなるのに、座席

数は現在の430席から350席へと逆に減るそうです。なぜな

ら、「プラネタリウムというのは本来、もっと寛いで見て頂く

ものだから」だそうです。 

是非機会を作って頂き出掛けてみてはいかがでしょうか。都

市部ではもう見えなくなってしまった星の数々だけでなく、私

たちが疎かにしてきた大事な何かを、きっと再発見すると思い

ます。 

幹  事  報  告  

1.本日は臨時クラブ総会です。ご協力の程よろしくお願い致し

ます。 

2.緊急連絡網作成のためのアンケートを同封致しましたので、

８月末日までにご提出下さい。 

3.ガバナー事務所より(社)愛知県精神科病院協会主催の「第５

回こころフェア」開催のご案内が届きましたので、同封致し

ました。 

クラブフォーラム 

2009～10年度決算報告 

直前会計    柴山  利彌 

 

決算書を会員に配布のうえ、

説明報告が行われました。 

 

 

臨 時クラブ総会 

 
野々垣幹事、司会の元、臨時クラブ総会が開催されました。 

2010-11 年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

原 点 回 帰 

ロータリークラブ
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会 長：伊藤 晋一 幹 事：野々垣 敬 会報委員長：古川 康司 題 字：遠藤 友彦 



2010年モントリオール国際大会 第３回本会議 

ロータリー財団管理委員長のグレ

ン E. エステス氏は、ロータリー

財団についての基調講演の中で、

「ロータリー財団を通して、地区

やクラブだけでなく、ロータリー

のすべての資源（資金）を共有す

ることができます。私たちは、全

世界に自分たちの抱負を高く掲げ

ることができます」と、ロータリー財団の意義について述べ

ました。私たちの財団は「世界でよいことをする」という、

とても簡単なモットーをもっています。私たちはいろいろな

方法で、よいことをすることができます。なぜならば 120

万人の会員がいるからです。そして、いろいろなところでよ

いことをすることができます。なぜならば、200 以上の国

と地域にロータリーがあるからです。そして、財団という力

強いものが私たちの背後にあるために、いいことができるの

です」と締めくくりました。 

ヘイファー・インターナショ

ナル会長のジョー・ラック氏

は、危険と隣り合わせで行っ

てきたさまざまな活動につ

いて紹介しました。彼女は

「ロータリーの皆さまが確

約をされた、その気持ちが非常に重要です。どのように影響

を与えたのか、その結果を聞くことはないかもしれません。

しかし、違いをもたらしています。皆さまの行動や言葉が誰

かの人生を変えるかもしれません。私たちの中核となる価値

観に常に忠実に、そしてグローバルに考えましょう。常に超

我の奉仕の気持ちをもちましょう」と述べました。 

世界保健機関・世界ポリオ撲滅推

進計画責任者のブルース・アイル

ワード博士は、ポリオ撲滅の状況

について「史上で初めて、ポリオ

を最後の拠点から追放できる状況

になりました。また、6か月間イ

ンドのウッダパダ州で全く症例が

発生していません。ナイジェリア

においても、ポリオの発症例が99％減少しました。ロータリ

アンの皆さまはこの瞬間を待っていたことと思います」と、今

年に入って、ポリオ撲滅が現実になりつつあることを紹介しま

した。  そして、世界の各地でロータリアンが実施している

ポリオ撲滅の活動について紹介し、また、ポリオ・ワクチンの

改善についても述べました。「ポリオの撲滅は高くつきます。

しかし、その価値は高いのです。このプログラムは5億人以上

の子どもたちに到達します。ビタミンＡや水痘のワクチンも一

緒に子どもたちに提供できます。それぞれが2.5セント。この

プログラムでは、たった10セントで、子どもたちが生涯にわ

たり恐ろしい病気から守られることになります。成功すれば何

百億ドルという利益を貧困な国々にもたらすことになります」

と述べました。  「ポリオは撲滅することができます。120

万人のロータリアン、3万 3,000のロータリークラブが努力

をすれば実現できます。ロータリー世界の人々にお話しく  

ださい。ポリオの撲滅は近い。ポリオのない世界はもうすぐそ

こにあります。ロータリーの方々は、ポリオの撲滅ですばらし

い活動をしてきました。今こそ、ポリオを撲滅していきましょ

う」と結びました。 

ヌール・ヨルダン王妃は、「私たち

は、背景が違っていても結束をし

て、世界の平和、繁栄へと進んで

いかなければいけません。本当の

平和は政府の力によるものではな

く、人々の手の中にあります。国

際ロータリーは世界を変える一つ

の触媒となります。私たちは、世

界の平和、公正さについて述べることができ、ロータリーの合

唱に声を合わせることができます」と述べました。   

～ロータリージャパン 新着情報より抜粋 

 

ロータリージャパン公式ホームページ

http://www.rotary.or.jp/index.html 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

服部    保君 

長く休ませて頂きました。 

梅村美知容さん 

父母も その父母も我が身なり 我を愛せよ 我を敬せよ 

【暑中御見舞申し上げます。】 

伊藤  晋一君 尾関  正一君 木村  雅一君 北村紀子さん 

足立陽一郎君 尾關實津成君 古川  康司君 野々垣  敬君 

岩田  満治君 西脇  良一君 星川  直志君 堀  美喜雄君 

柴山  利彌君 横井    登君 柘植  勝介君 渡邉  泰彬君 

阿部  美男君

杉浦  定文君

赤崎  守弘君

 

横田  徳久君 

近藤    朗君 

宇都木  寧君 

 

加藤  昌之君 

藤原  研一君 

梅田    渉君 

 

石黒    勉君 

加藤あつこさん 

 

 




