
 

 

本日の例会（第１４５３回）      ６／１（水） 

《優良消防署員表彰》 

◆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  名古屋市北消防署 

  署  長   横田  明典様 

◆題    名 特別高度救助隊（ハイパーレスキュー名古屋） 

の創設について 

次回の例会（第１４５４回）      ６／８（水） 

◆クラブフォーラム（年間委員会報告）を行います。 

第１４５２回例会記録      ５／１８（水）晴 

◆司    会 足立陽一郎君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1450回例会

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  4 名中

出席会員数  32名  MAKE UP  2 名

出 席 率  80.00％  出席率訂正  94.74％

会  長  挨  拶 

ソバ雑記 

会  長  伊藤  晋一 

玄ソバの年間輸入量は15万トン（平

成 10 年通関統計）です。同年の小麦

の輸入量は630万トン程ですから、こ

れに比べれば、微々たるものですが、

一方国内産の玄ソバはどの位かと言い

ますと、3 万トン（ただし平成 10 年

農林水産省作付調査）ですから、我々が食べているソバの8割

以上が外国産のものだということです。 

玄ソバの主な輸入先は、中国、米国、カナダの順です。一昔

前は、カナダ、中国、ブラジルの順でしたが、どういう訳か、

カナダ、ブラジルは激減しました。 

 

国産玄ソバの主産地は、一位が北海道で1万トン、二位が鹿

児島で9,000トン、あとは長野、福島、茨城、栃木が各2,500

トン前後でドングリの背比べです。ここで意外なのは、長野県

の生産量が比較的少ないこと。「信濃では月と仏とおらがそば」

という句があるくらいです。又、暖国の鹿児島が多いとは意外

でした。 

ソバはもともと中央アジア原産のタデ科の雑草で、バイカル

湖付近から満州、インド北方山岳地帯に広まったものと言われ、

わが国には朝鮮半島を経由して8世紀頃に渡来し、ヨーロッパ

へは15世紀頃に伝わったとされています。 

ソバは生命力が強い植物で、種を播くと3日で根を下し、1

週間で芽を出し、3 週間で花が咲き、75 日で収穫することが

出来、寒冷地でも荒蕪地でも育つそうです。 

天才農政家 二宮尊徳が湯治先のナスの味から冷害を予感し、

栃木の任地へ急いで帰り、青田の稲を刈り取ってソバを植えさ

せ、村から1人の餓死者も出さなかったという史実もあります。 

幹  事  報  告  

1.家族会の出欠票の締め切りは５月２０日(金)までとなってお

りますので、よろしくお願い致します。 

2.ロータリー手帳が届きましたので、お申し込みの方に同封致

しました。 

3.次週５月２５日(水)は定款第６条第１節C項により休会と致

します。従いまして、次回例会は６月１日(水)となりますの

で、お間違えのないようお願い致します。尚、当日は延期し

ておりました優良消防署員表彰を行います。 

委 員 会 報 告 

・「2011学年度新規米山奨学生オリエンテーション」報告 

（米山記念奨学委員長    足立陽一郎） 

友 の 会 報 告 

・「写真俳句展」懇親会の日程変更について 

（名古屋北RCカメラ友の会・俳句友の会共同計画） 

（カメラ同好会会長    西脇  良一） 

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

 WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt   
２０１０～２０１１年度 Ｎｏ．４１ 
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会 長：伊藤 晋一 幹 事：岩田  満治 会報委員長：古川 康司 題 字：遠藤 友彦 



ご  案  内 

・「慰労会並びに激励会」のご案内 

６月18日(土)「志ら玉」におきまし

て、遠藤ガバナー補佐、梶川分区幹事の

慰労会、ＩＭ、創立30周年記念式典の

慰労会、及び、新旧会長幹事の慰労・激

励会を合わせて行います。 

全員参加でお願いします。 

  （世話人    藤原  研一） 

卓  話 

次年度に向けて 

次期会長    半泊  與則 

カルヤン・バネルジー会長率いる次年

度ＲＩのテーマは「こころの中を見つめ

よう 博愛を広げるために」であります。 

バネルジーＲＩ会長は“私たちはまず

自らを見つめることから始めます。自ら

が変れば世界が変るのです。・・・まず

自分自身を見つめてください。自らの計

り知れない可能性に気付くでしょう。”と語りかけます。そし

て、“ロータリーは今、政府のように大きく強くなっています。

自分を見つめる謙虚さが、その強さには必要なのです。”と警

鐘を鳴らします。 

ポリオの撲滅はもちろん、未来の夢計画の六つの奉仕プロジ

ェクト推進への心構えです。 

又、世界が大きく変りつつある今、ロータリアンはできるだ

け２１世紀にふさわしい存在であるべきだと言います。 

フェイスブックやユーチューブなど若い世代には若い世代

のネットワークがあります。ロータリーが若い世代に接触しな

ければ彼らはどこか違うところで誰かとネットワークをつく

るだろうとの危惧からです。ロータリーの未来は若い世代とい

かに接触できるかにあります。四大奉仕部門に新世代奉仕部門

が加わり五大奉仕部門となった理由です。 

２７６０地区松前ガバナーの次年度地区テーマは「会員増強

とクラブの活性化 ― 社会貢献をする。ゆったりおおらかに生

きる ― 」です。 

松前ガバナーの｢ゆったりとおおらかに生きる｣とは老子の

説く四つの生き方の一つ、「（社会）貢献の徳をもって生きる」

ということです。「あの世にもっていける宝物は生前、人に与

えたものだけ」とのことです。 

方針は①継承と発展、②会員増強、③ロータリー財団未来の

夢計画の新地区補助金申請、グローバル補助金申請、の三つで

す。 

さて、２０１１年３月１１日、東日本を未曾有の大地震と大

津波が襲い、３万人にも及ぶ死者、行方不明者という痛ましい

惨状が現出するとともに、原子力発電所からの放射性物質の拡

散という恐怖が我が国をおおっています。多くの人々の命と生

活が奪われ、私たちが常に心のどこかで拠り所としてきた美わ

しい故里、山河も失われました。 

私たちは、再び立ち上がらなければなりません。意思と勇気

と知恵、そして何よりも、人と人がつながること、つながり、

が欠かせません。 

次年度のクラブテーマを「手に手に」とさせていただきます。 

私たちは自らの原点である職業奉仕を通じて社会の復興に立

ち向かい、奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップとい

うロータリーの中核となる価値観を分かち合いましょう。 

（重点計画）        

１.職業奉仕を通じて、社会復興に立ち向かう。 

２.クラブの親睦を深め、退会防止に努める。 

３.ロータリー財団・未来の夢計画の新地区補助金の活用。 

４.名城ローターアクトクラブの支援。 

５.錦ロータリーとの合同例会（年1回予定）、 

５ＲＣ合同例会の企画運営。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん 

今日は黄砂が多いです。早く青い空がみたいです。 

【空はすばらしい五月晴。私の心は曇りがち。】 

伊藤  晋一君 星川  直志君 松岡  三明君 岩田  満治君 

足立陽一郎君 尾関  正一君 横井    登君 服部    保君 

古川  康司君 横井  尚啓君 尾關實津成君 梅田    渉君 

柴山  利彌君 遠藤  友彦君 西脇  多吉君 梶川  久雄君 

西脇  良一君

阿部  美男君

赤崎  守弘君

藤原  研一君 

堀  美喜雄君 

小關  敏光君 

石黒    勉君 

近藤    朗君 

宇都木  寧君 

北村  紀子さん 

半泊  與則君 

 

ビル・ゲイツ氏が基調講演 

5月 24日、ニューオーリンズで開催中のRI 国際大会にて、 

「世界の多くの地域でポリオが過去のものとなったことは、本

当に素晴らしいことです。しかし、これによって、ポリオを忘

れてしまう人が多いことも事実です。ポリオは現在も続いてい

る病気です。このことを世界のリーダーに知ってもらわなけれ

ば、ポリオは将来にも続いていくでしょう」  1988 年以来、

世界でのポリオ感染例が 99％以上減少したことに言及したゲ

イツ氏は、「ここまで来られたのはロータリーのおかげです。

ポリオ撲滅活動においてロータリーのパートナーとなれたこ

とを、本当に光栄に思います」「インドでは感染例がゼロに近

づいています。ロータリーなしには、このような進展は不可能

でした」 「ポリオ撲滅には、近年多額の資金が投入されてきま

した。最後の 1 パーセントの撲滅、これが一番難しい 1 パー

セントなのです。この会場にいる皆さん、そして全世界のロー

タリアンの皆さん全員の協力がなければ、この難関を乗り越え

ることはできません」    ～国際ロータリー・ニュースより～ 


