
           

 

 

 

本日の例会（第１４７２回）    １１／２（水） 

◆松前ガバナー公式訪問が行われます。 

２ＲＣ（北・名北）合同    ホスト：名北ＲＣ 

次回の例会（第１４７３回）    １１／９（水） 

◆２ＲＣ（錦・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

ホスト：名北ＲＣ 

（時間：午後５時30分～  会場：アパホテル名古屋錦） 

第１４７１回例会記録    １０／２６（水）晴 

◆司    会 石黒    勉君 

◆斉    唱 唱歌・もみじ／RS・日も風も星も 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1469回例会

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  9 名中

出席会員数  28名  MAKE UP  8 名

出 席 率  73.68％  出席率訂正  97.14％

会  長  挨  拶 

紅葉 

会  長  半泊  與則 

そろそろ紅葉見物、紅葉狩り

の季節です。９月を過ぎると桜

前線とは逆に紅葉前線は北は

北海道・大雪山から始まり徐々

に南下します。 

紅葉の仕組みを調べてみました。木の葉に含まれる色素には、

緑色のクロロフィルと黄色のカロチノイドがあります。緑のク

ロロフィルの方が圧倒的に多いので黄色は目立たず葉は緑色

に見えます。秋、気温が低くなると葉の働きが弱まって、緑色

のクロロフィルが老化、分解され黄色のカロチノイドが目立つ

ようになり黄色く見えます。典型的な例がイチョウです。一方、

木は葉を落とすための準備を始め、枝の境目にコルク質の離層 

 

を形成し、葉と枝の間での物質の移動が妨げられ、光合成で出

来た糖が葉に留まりこの糖から赤い色素アントシアニンが出

来て葉は赤くなります。赤い紅葉の誕生です。モミジや漆の赤

が陽に映えるときの美しさはなんとも不思議なものです。特に

昼夜の気温差が大きいと紅葉のメカニズムが一気に強く進み

なんとも鮮やかな色になります。日陰よりでは日向のほうが紅

葉も早く又きれいです。又、私たちは黄色も含めて紅葉と呼ん

でいますが、狭義には、赤に変わるのを紅葉、黄色に変わるの

を黄葉、褐色に変わるのを褐葉と言うそうです。更に、紅葉す

るのは木ばかりではありません、草も色づきます。そこで総称

して草紅葉と呼びます。枯れ木さえも紅葉の中では賑わいます。

落葉樹は春になると芽吹き、夏に茂り、秋に色づき、冬に葉を

落としと、人生とそっくりで、味わい深いものがあります。私

はここ１０年ほど、名古屋市の街路樹の紅葉を楽しんでいます。

圧巻はお城、県庁付近です。用事があると遠回りして楽しんで

います。 

名古屋市の街路樹についても調べてみました。明治２０年名

古屋駅の開業に合わせて笹島街道、現在の広小路が開設されこ

のとき植えられたシダレヤナギの並木が名古屋で最初の街路

樹とされているそうです。星川さんは覚えておいででしょう。

シダレヤナギは大正時代にプラタナスに、現在はケヤキになっ

ています。最近では冬になると、しかも夕方からなぜか白や青

の小さな花が咲きます。イルミネーションというそうです。市

街地の拡大に伴い街路樹の植栽も進みプラタナス、イチョウ、

アオギリ、トウカエデ、クスノキなど樹種も多様になっていき

ました。なかでも、昭和３０年代以降、成長が早いと言うこと

でトウカエデ、アオギリが幅を利かせ、昭和５０年代以降はハ

ナミズキなど花の咲く木々が多くなりました。確かに、モクレ

ン、コブシ、サルスベリなども多くなっています。次は果実の

なる樹木が、とは行かないでしょう。ここで名古屋市の主要な

並木を見ていきましょう。まず、桜通りのイチョウ、久屋大通

のケヤキとクスノキ、若宮大通のトウカエデとイチョウ、大津

通りのケヤキとクスノキ、などです。秋の紅葉が楽しみです。
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一方、春の並木では、熱田区の大宝のヒトツバタゴも今はまだ

成長の途中ですが将来が楽しみです。他にも、いち早く開花す

る東区泉の彼岸桜の並木は毎春の話題です。私は、秋の街路樹

の紅葉を楽しみながらも毎年のように残念に思うことがあり

ます。せっかく楽しみにしていたのに紅葉する前に枝を落とし

ます。年々早くなるようです。平成１９年市が実施した街路樹

に関するアンケートでも４０％の人が街路樹の選定作業を紅

葉の後にと要望しています。一方で紅葉して葉が落ちると掃除

が大変だとの声もあります。皆様はいかがですか。 

幹  事  報  告  

1.次回例会(11/2)は名古屋北ＲＣと合同の松前ガバナー公式

訪問となっております。午後１２時３０分より名古屋東急ホ

テル（三階「ルネッサンスの間」 ※「錦の間」より変更に

なりました。）にて行いますので、お間違えのないようお願

い致します。 

委 員 会 報 告 

・セントラル愛知交響楽団定期演奏会のご案内 

（親睦活動委員    山田  浩二） 

友 の 会 報 告 

・懇親会のご案内 

（カメラ同好会    古川  康司） 

ご  案  内 

・「ボジョレ・ヌーボワイン＆ディナーの会」について 

（世話人    藤原  研一） 

卓  話 

地区「未来委員会」あれこれ 

会  員    西脇  良一 

当委員会の概要は０７-０８

年度江崎パストガバナーが、政

治経済社会の変化に対応し変化

しなければと言うことで、過去

にとらわれず素早く対応するための受け皿としてロータリー

未来委員会を設置されました。初代委員長の杉浦壽康さんは、

未来像について方向付けが出来るよう提言を出し、製本をして、

配布をする計画を立てました。 

５大奉仕について 

１．クラブ奉仕について  奉仕の理想鼓吹する厳粛性と和みの

有る親睦とをバランスを保ちモチベーションを高めていくこ

とも会員維持には必要である。 

２．職業奉仕について  職業奉仕とは職業を通じ社会に奉仕し、

高い道徳的水準を保つ。 

３．社会奉仕について  地域社会に居住する人々の文化的各教

場県を向上させるために、思いやりや、援助を個人として、ま

た多人数で行う奉仕活動を言う。 

提言として 理念、意識の啓発をして自主的、主体的に自然に

活動が出来るように勧める。 

効果的な奉仕の勧めとして アンケート等のデータをインター

ネットで配信し、情報の共有をし、横とのつながりを深め、親

睦を通じ理解と協力を増やし、相互に参考にしあい奉仕の実践

の効果を上げる。 

４．国際奉仕について  問題の解決には、人材育成が重要で、

教育と世界平和の為のプロジェクトを充実させれば問題は一

気に解決されると思われる。ＲＣは政治、宗教とは違い政治的

思想、宗教上の教義の違いを乗り越え活動が出来ると思われる。 

５．新世代奉仕について  活動内容が理解されていない、広報

が必要である。世代交代を含めて若者の育成が大切で、青少年

の反社会的行動の多くの根源は乳幼児期の育てられ方に有る

と思われ、もっと育児支援に力を入れるべきである。 

地区.RI.について、地区分担金について 

  毎年見直しをして経費の節減の努力と、形式的儀式セレモニ

ーの簡素化と時間の短縮をして経費の節減。 

拡大について 

拡大どころか増強も覚束ないのが実情。 

奉仕プロジェクトについて 

江崎 PGは、本来こころざしのある人が憧れと多少の覚悟を

もって集まった集団のなかに、進む方向も示されず、訓練も授

からず、ロータリーの友情という名の仲良し集団で、運営はク

ラブのしきたりが幅をきかせ、次年度の計画は本年度に倣って

提出されていて、仲良しサロンとして居心地の良いことがクラ

ブの最終目的であるクラブが少なくなく、退会者の７０%はク

ラブに指導性が無い事が原因で、次にクラブに魅力がない、奉

仕プログラムが無いといったクラブに対する失望であります。 

 カウンセラーの豊島パストガバナーは、「確かに合理化、近

代化も必近の課題で、会員増強、拡大も揺るがない目標でしょ

うが、それらを急ぐあまりに本末転倒と成らないことが肝要だ

と思います。」と述べられております。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん  今日はゴルフクラブよりリンゴジュースを

お土産に頂きありがとうございました。 

【秋日和です。】 

半泊  與則君 山田  浩二君 足立陽一郎君 岩田  満治君 

石黒    勉君 古川  康司君 横井    登君 伊藤  晋一君 

尾関  正一君 北村紀子さん 尾關實津成君 木村  雅一君 

星川  直志君 西脇  多吉君 藤原  研一君 入江由希子さん 

西脇  良一君

杉浦  定文君

阿部  美男君 

 

柘植  勝介君 

 

加藤あつこさん 

 




