
                                                     

本日の例会（第１４８９回）     ３／２１（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  加藤あつこさん 

◆スピーカー  名古屋市北消防署 署  長  横田  明典様 

◆題    名 名古屋消防の概要 

次回の例会（第１４９０回）    ３／２８（水） 

《識字率向上月間卓話》 

◆スピーカー  国際ロータリー第2760地区 

                識字率向上委員会 委  員  横田  徳久君 

◆題    名 識字率向上月間に因んで 

第１４８８回例会記録      ３／１４（水）晴 

◆司    会 加島    光君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介  米山奨学生 

ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

◆来訪者紹介 名古屋錦 RC 寺西  正君 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1486回例会

欠席会員数  4 名  欠 席 会 員  4 名中

出席会員数  34名  MAKE UP  3 名

出 席 率  89.47％  出席率訂正  97.14％

会  長  挨  拶 

ストーリー 

会  長  半泊  與則 

昨日の 5ＲＣ合同例会の横田かほりさ

んの歌声には感動しました。われは海の子、

素晴らしい響きでした。あの童謡を聴いて

いて、歌詞の物語性、ストーリーに興味を

持ちました。ストーリーは至るところにあります｡映画、小説、

演劇、演歌、童謡、勿論、人生にもあります。良いストーリー

といいますか、大勢が感動するストーリーには、いくつかの鉄

則、これはといったテーマがあるそうです。一番有名なものは、

成長をテーマにしたもの、成長物語です。成長物語の多くは三 

 

部構成から成ります。まず、旅たちのシーンから始まります。

旅たつ理由はいろいろです。学校を卒業した。親が亡くなった。

故郷が敵に破壊された。次は、冒険、苦闘、試練が襲います。

必死に戦い抜きます。愛や友情も生まれます。そして、帰郷で

す。旅たった故郷、原点に還ります。これで多くの人は共感し、

感動します。大ヒットした映画、指輪物語はこの典型です。童

謡でいいますと、故郷もこの三部構成の成長物語といえます。

無心に兎を追った少年期、都会へ出て父母を気遣い、朋を思わ

ずにはいられない試練の時期、そして志を果たして帰る日を夢

見る老いが近づいた此の頃、と言う訳です。われは海の子、こ

れもまた成長物語です。しかも時代が大きく反映されています。 

歌詞は7番まであります。白浪が騒ぐ磯辺に生まれた男児は浪

を子守唄にして少年となり、艪を操って海を庭にして遊び、筋

骨逞しい赤銅色の青年に成長します。青年は氷山も竜巻も恐れ

ぬ気概を持って、やがて、軍艦に乗り込み兵士となります。海

軍兵士となる最後の7番を紹介します。 

いで大船を乗出して 我は拾はん海の富。 

いで軍艦に乗組みて 我は護らん海の国。 

明治の終わりの、まさに時代を反映した成長物語です。戦後、

この軍艦に乗り込む 7 番の歌詞はＧＨＱの指示により削除さ

れました。 

父と子の葛藤というのも多く使われるストーリーです。父が

偉すぎる、あるいは父があまりにも理不尽だ、というのが葛藤

の理由です。しかし、最後は和解で終わります。すでに父が亡

くなっていても和解しなくてはいけません。和解がないと人は

宙ぶらりんで不安なのです。中年になってふと鏡を見ます。額

の生え際が父とそっくりです。自分の顔に父のＤＮＡを見ては

和解するほかはありません。 

循環、輪廻のテーマもあります。老人と孫、死が見えてきた

人生と新しい生命の誕生、生命の繰り返し、循環です。多くの

人は孫が出来ると安心するそうです。循環の輪が閉じられ自分

の役目を終えたと思えるからでしょうか。まして、ひ孫、夜叉

孫まで見れるならばこれはもう大循環です。 
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残された命もテーマです。老い、癌、しかも若くして癌を患

う。残された短い生、命とどう向き合うか。本人も、そして周

りの親しい人も。短い時間の中で人生が凝縮します。 

無知もまた大きなテーマです。無責任な、無知の行動による

祝福されない生命の誕生、そして施設へ、里子へという荒筋が

展開されます。やがて、主人公の子供は希望を見出して旅たち

ますが、周りに必ず悲惨な多くの子供たちがいます。 

運命の女、悪い娘、という物語もあります。ロリータを覚え

ていますでしょうか。中年、あるいは初老の男が若い女に、あ

るいは美しく欲の深い女に惚れぬき、翻弄され、散々裏切られ

て堕ちていく。それでも思い切れません。この運命の女という

物語は毎晩、近くの錦三丁目で主人公とヒロインを替えながら

進行中です。 

私は時々ストーリーの中にテーマを見つけることを楽しみ

にしています。 

幹  事  報  告  

1.3 月 11日から 17日は世界ローターアクト週間です。後程

週間に因みまして、加藤(昌)新世代奉仕副委員長より卓話を

して頂きます。 

2.来る4月4日(水)の新旧理事役員委員長引き継ぎ会議のご案

内を同封致しましたので、よろしくお願い致します。 

卓  話 

「ローターアクト」は青年による奉仕 

新 世 代奉仕委員会 

副委員長  加藤 昌之 

3月7日～13日はローターアクト週間。

3月 13日はローターアクトの日です。ロ

ーターアクトを説明する前に、ロータリー

における「新世代」の説明が必要です。 

「新世代」とは、ロータリー家族の最も若い世代の人々を指

し、その多くは、青少年や若者を対象としたロータリープログ

ラムの参加者たちです。これには4つのプログラムがあります。

インターアクト、ローターアクト、RYLA（青少年指導者育成

プログラム）、青少年交換です。 

「インターアクト」は、12～18歳の青少年の奉仕クラブで

す。「ローターアクト」は、18～30 歳の青年による奉仕クラ

ブです。「RYLA」は、青少年や若者のための研修プログラムで

す。対象年齢は 14～30 歳と広い為に、ほとんどのクラブや

地区では、特定の年齢層にしぼって実施しています。「青少年

交換」は、青少年・青年の為の交換プログラムです。参加する

学生は最高1年間海外へ留学して新しい文化を学びます。 

ローターアクトについてもう少し詳しく説明すると、18 か

ら30歳までの学生や社会人など、様々な職業の青年によって

構成されます。地元ロータリークラブの支援のもとで設立され、

社会奉仕や、国際奉仕の活動を実施します。活動の重点を指導

力養成や職業開発に当てています。 

続いて、名北ロータリーが提唱している、名城ローターアク

トについて説明します。名城ローターアクトは、1995年 6月

30日で設立。当初は40数名いたようです。R.I.2760地区所

属で提唱 11 ロータリーは北、東、守山、和合、名東、千種、

昭和、錦、東山、葵、名北の各ロータリークラブです。 

昨年度末は、12 名の会員であったが、現在は 20 名となっ

ている。内訳は男子 13 名女子 7 名である。毎月 2 回の例会

を名古屋ガーデンホテルにて、夜間開催している。運営補助金

として提唱ロータリー一人当たり 3,500 円が補助金として集

められている。会員数が少ない為に現在活動は活発といえない。

今後会員を増やし活計化していくことがテーマとなっていま

す。本年度に会員が増加しているのは名東地区の会員企業から

経理系の社員が送り込まれていて、基本的な面からの立て直し

を計っている。また、来年度は、会長と幹事ともに女性です、

是非とも11ロータリーで盛り上げたいものです。 

 ローターアクトは、奉仕クラブであるが、実は奉仕を通じて

社会教育をする場であると思います。 

誕 生 日 

3/17 梅村美知容さん 3/20 足立陽一郎君 3/24 星川直志君          

3/28梅田渉君 3/13西脇良一君ご夫人 3/19岩田満治君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

3/6遠藤友彦君  3/21尾関正一君  3/25加藤あつこさん 

ニ コ ボ ッ ク ス 

伊藤  晋一君    ゴルフ友の会3月例会にて優勝しました。 

加藤  昌之君    本日ローターアクトの卓話をします。 

よろしくお願いします。 

尾関  正一君    結婚記念日祝ありがとうございます。 

近藤    朗君    妻がウィメンズマラソン完走しました。 

梅村美知容さん  庭のしだれ梅が満開になりました。 

ブービー賞ありがとうございます。 

北村  紀子さん  ホワイトデーありがとうございました。 

【加藤昌之新世代奉仕副委員長、卓話宜しくお願いします。】 

半泊  與則君 渡邉  泰彬君 横井    登君 遠藤  友彦君 

山田  浩二君 岩田  満治君 藤原  研一君 西脇  多吉君 

柴山  利彌君 柘植  勝介君 横井  尚啓君 尾關實津成君 

杉浦  定文君 古川  康司君 梶川  久雄君 松岡  三明君 

足立陽一郎君

阿部  美男君

木村  雅一君

小關  敏光君 

横田  徳久君 

梅田    渉君 

堀  美喜雄君 

宇都木  寧君 

 

石黒    勉君 

入江由希子さん 

 

 


