
 

 

本日の例会（第１４２３回）    ９／２９（水） 

◆卓話紹介会員 尾関  正一君 

◆スピーカー  トヨタ自動車株式会社 

                社会貢献推進部 企画室 

                プロフェッショナル・パートナー 

                池上  博身様 

◆題    名 トヨタの森と生物多様性保全活動について 

次回の例会（第１４２４回）    １０／６（水） 

《職業奉仕月間卓話》 

◆卓話紹介会員 職業奉仕委員会  委員長  梅村美知容さん 

◆スピーカー  国際ロータリー第2760地区 

                職業奉仕委員会  委  員  佐藤  正延様 

◆題    名 職業奉仕について 

※例会後、職場見学会を行います。 

第１４２２回例会記録 ９／２２（水）晴のち曇 

◆司    会 中野  勝美君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も 

◆来訪者紹介 名古屋南RC 山路  兼生君  他 1名 

出 席 報 告 

会 員 数  42名  前々回訂正  1420回例会

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  16名中

出席会員数  32名  MAKE UP  9 名

出 席 率  76.19％  出席率訂正  82.05％

会  長  挨  拶 

女子プロの非常識な振る舞い 

会  長  伊藤  晋一 

ある男子シニアのプロが、シニア大会

と女子大会が近くで行われた地方でのビ

ジネスホテルでの出来事です。 

女子プロ数人が、サンダルでロビーを

ペタペタとだらしなく歩いたり、エレベ 

 

ーターに乗っても携帯電話を片手に大声で会話し続けていた

そうです。地方だから気が緩んだのかも知れません。たまたま、

エレベーターに乗り合わせており、まったくお構いなく大声で

話し続けた女子プロの非常識に「あきれたよ」とこぼす次第。 

多くのファンやスポンサーに支えられているプロゴルファ

ーにとって、あるまじき行為であり、「世間知らず」という言

葉では済まされません。 

さてこの“事件”で、このシニアが思い出したのが、最強の

アマチュアゴルファーと言われた故 中部銀治郎さんの「人間

として当たり前の行動をしなさい」という教えだそうです。 

このシニアが30年前大学4年の時、国別対抗団体戦に選ば

れました。その時、銀座に呼び出され、中部さんとお酒を飲み

ながらこう言われたそうです。「今ここで、トイレに行って洗

面台が汚れていたとしよう。もちろん、自分が汚したわけでは

ないね。前にトイレに入った誰かが汚したのでしょう。たとえ

そうであってもキレイに拭いてから出なさい。ゴルファーは球

を打つことがうまいだけじゃいけない。」マナーやモラルは時

と共に変化していくものなのかも知れません。しかし、周りの

人に気配り出来ると自然と気分良くプレーできるものです。 

この記事を読んで、一人のゴルファーとして今一度自分自身

のゴルフライフを考え直してみたいと思います。 

 

幹  事  報  告  

1.職場見学会・遠藤ガバナー補佐訪問・田嶋ガバナー公式訪問

の出欠票の締め切りは本日までとなっております。未回答の

方は早急にご提出下さるようお願い致します。 

 

委 員 会 報 告 

・職場見学会のご案内 

（職業奉仕委員長    梅村美知容） 
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卓  話 

骨 粗 鬆 症 

会  員    服部    保 

１）定義；人間の古くなった骨を破壊

吸収する破骨細胞と新しく骨を形成す

る骨芽細胞のバランスが加齢等によっ

て崩れて破骨が進む状態を言う。 

２）分類； 

①原発性骨粗鬆症：女性の閉経や、

加齢に依って骨密度が低下するタイプで骨細胞の機能に

関連する（エストロゲン、テストステロン等）ホルモンの

産生低下に依る。 

②続発性骨粗鬆症：何らかのバックグランドの上に成り立つ

タイプ。内分泌、薬物、栄養が関連し、特に野菜、果物の

不足が起こしやすい。 

３）検査；Ｘ線（胸椎、腰椎、膝関節、足関節） 

ＵＳ 

ＣＴ 

ＤＸＡ（二重エネルギーＸ線骨塩量測定装置） 

検血 

４）治療； 

女性：ビスフォスフォネート系薬剤（破骨細胞の活動を抑制 

する）薬剤（フォサマック、ボナロン、ベネット） 

ビタミンＤ、ビタミンＫ、カルシウム 

男性：ビタミンＤ、ビタミンＫ、カルシウム 

ロータリーの徽章の歩み 
ロータリー誕生の年に歯車も生まれた 

世界中のロータリーの組織を象徴するため考案された歯車は、

1905 年（明治 38 年）ロータリー誕生の年に生まれている。

これは、ロータリー最初のクラブの彫刻家であったモンターギ

ュー Ｍ. ベアが、シカゴの元気あふれる若い職業および専門職

業人の新しいグループの徽章として、簡単にして、かつ素朴な

形の車輪を描いて、これをクラブに持参し提供したことに始ま

るのだ。創設者ポール・ハリスは、モンティーに対し幾つかの

試案の提示を求めた結果、ポールはじめ一同が一致して賛成し

たのが、この車輪である。車輪は皆に親しまれた象徴であり、

車輪は第一 Rotate するからであった。モンティーの考案のま

まの車輪は、その後幾多の改良が行われ、車輪の下の部分に、

雲のようなデザインを加えた。その後、幻燈のスライド製作者

である“Long Tom”Philip は雲の部分をさらに広げてその上

にリボンをつけ、これにRotary Club の文字を入れた。 

独自の徽章を考案 

この間、サンフランシスコ、オークランド、シアトル、その他

のクラブでは、車輪を取り入れて独自の徽章を考案して使って

いた。かくして、ドルースの大会においてロータリーは名実と

もに国際的になったが、ロータリーは、ここに初めてローヤ

ル・ブルー（濃青色）と金色の歯車を正式の徽章として、制定

したのであった。しかし、その後専門家から、この歯車は技術

的に不完全であり、このままでは動かないとの注意が出たので、

2 人の技術者（ドルースの Oscar B.Bjorge とシカゴの

Charles Henry Mackintosh）からなる委員会が任命され、技

術的に正確に動く歯車が検討された。 

楔穴を付け加え完成 

この委員会が考案したデザインは 1920 年正式に採用公布と

なり、これが今日われわれが親しんでいるロータリー・マーク

であるが、ひとつだけ違いがある。それは、前記２人の委員が

楔穴（Key way）を見落としたことで、これがないと歯車は車

軸からの（または車軸への）力を伝えることができなくて遊ん

でしまうわけである。かくして楔穴も付け加えられて、歯車は

休止することなく今日まで回転し続けているのである。 

この歯車に国際ロータリーとしては、一般的な解釈以外に何か

特別の意義を持たせているのではないかと、よく問題になるが、

公式にいって何もない。しかし古来幾千のクラブが歯車の6つ

の輻と24の歯に特別の意義を見いだしている。  

～ロータリージャパンホームページより抜粋 

ニ コ ボ ッ ク ス 

服部    保君 

つたない卓話をがまんしてお聞き下さい。 

梅村美知容さん 

昭和村、酒蔵を下見に行ってきました。秋の木々がステキでした。 

【まだまだ残暑厳しい日々が続きますが、お体に気をつけて！!】 

伊藤  晋一君 梶川  久雄君 山田  浩二君 中野  勝美君 

星川  直志君 岩田  満治君 北村紀子さん 横井    登君 

横井  尚啓君 足立陽一郎君 渡邉  泰彬君 古川  康司君 

尾關實津成君 加藤  昌之君 松岡  三明君 加藤あつこさん 

土屋  利行君

堀  美喜雄君

 

半泊  與則君 

梅田    渉君 

 

西脇  多吉君 

阿部  美男君 

 

小關  敏光君 

西脇  良一君 

 

 


