
                                                                                 

本日の例会（第１５４３回）   ５／８（水） 

《出席奨励月間卓話》 

◆卓話紹介会員 出席委員会 委 員 長  北村 紀子さん 

◆スピーカー  出席委員会 副委員長  橫井  登君 

◆題    名 出席率の問題 

次回の例会（第１５４４回）    ５／１５（水） 

◆卓話紹介会員 香田 研二君 

◆スピーカー  第四管区海上保安本部 

                総務部長 清水 昌幸様 

◆題    名 海上保安庁について 

～東日本大震災・尖閣対応を中心に～ 

第１５４２回例会記録      ４／２４（水）雨 

◆司    会 星川 直志君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も／唱歌・朧月夜 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1540 回例会 

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  7 名中 

出席会員数  28 名  MAKE UP  6 名 

出 席 率  75.68％  出席率訂正  97.06％ 

会  長  挨  拶 

会長エレクト  宇都木 寧 

会長挨拶に、何をお話しよ

うか迷っておりました。 

 本日は、明日が我が国と日

本海を隔てた某国の独裁者の

記念日ということで、この独

裁者とその後継者に関する、

少し物騒なお話をさせていただきます。キーワードは、弾道ミ

サイルであります。 

 現在某国は、この弾道ミサイルを発射する、しないと、我が

国をはじめ、近隣諸国に対して恫喝をかけておりますが、何か 

 

私には、カチ込みをやるとわめいている暴力団と二重うつしに

見えます。弾道ミサイルを脅しに初めて使用したのが、どこの

誰かご存じでしょうか。あのナチスドイツのヒットラーです。

その名はＶ2 号ロケットです。弾道ミサイルが独裁者のおもち

ゃであることは、60 年以上経た現在も変わらないという嘆か

わしい状況です。 

 では、どのようないきさつでこのような弾道ミサイルが作ら

れるようになったかというと、意外にも、宇宙旅行の夢、ＳＦ

です。1920 年代、映画産業の隆盛とともに、ＳＦ映画が流行

ました。今で言うスターウォーズです。当時の映画としては、

「月世界旅行」「メトロポリス」等です。さて、その映画に触

発されたドイツの青年がいました。フォンブラウンという男爵

の息子です。この少年自体、ロケット花火の趣味がこうじて、

宇宙旅行がしたいという夢見る少年でしたが、なんと学業は優

秀で、22 歳の時ベルリン大学から燃料の燃焼というテーマで、

もちろんこれはロケットのエンジンと燃料に関する論文です

が、物理学博士の学位を得るという大天才です。これに目をつ

けたのが、当時のドイツの軍部とナチスです。1936 年ペーネ

ミュンデにロケットの発射実験場を建設し、ロケット実験が始

まります。 

 そして、1942 年 10 月 3日試作機は、高度 85.5 キロに達

し、人類史上初めて宇宙空間に達しました。この時、フォンブ

ラウン以下技術者は、宇宙時代の始まりであると大喜びしまし

た。この試作機は、燃料に液体酸素とアルコール・航法管制装

置を備えており、ヒットラーの強い命令でこれが弾道ミサイル

のＶ2 号原型となり、英仏海峡を超えて撃ち込まれ、多大な犠

牲者を出しました。しかも、女子供という非戦闘員の犠牲者で

あります。 

 その後、ドイツの技術陣は米ソの獲得競争の目標となり、ソ

連に捕らわれた者は、スプートニクの開発に携われ、アメリカ

に捕らわれたフォンブラウン他の技術者は、アポロ計画に参加

し、月に人類を送り出すことに成功しました。いずれのチーム

も宇宙旅行の夢を果たしたわけであります。 
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 さて、隣国の独裁者は、本日の月を見ながら、権力者として

の夢をみるのか宇宙旅行の夢をみるのかいずれでしょうか。か

つてのロケットを弾道ミサイルとした独裁者の前例は、地下壕

で、ピストルで頭をぶち抜く、国土は焦土と化したという例で

あります。 

幹  事  報  告  

1.会員の道家泰之君のご尊父様が去る 4 月 20 日ご逝去され、

4 月 23 日に告別式が営まれました。心よりご冥福をお祈り

申し上げます。 

2.来る 5 月 1 日からロータリー適用相場(ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ)が 1 ドル

98 円(現行 94 円)に変更される旨、国際ロータリー日本事務

局より連絡が届いております。 

3.次週5月1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5月8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。 

4.事務局は 5 月 1 日～6 日まで休日となりますので、よろしく

お願い致します。 

地区協議会報告 

「第３分科会」報告 

次期職業奉仕委員長 尾関 正一 

当日、村井地区委員長から

メッセージがありまして、職

業奉仕は、ロータリーの金看

板でもあり、重要性を強調さ

れました。 

職業倫理基準の四つのテス

トを基に、ロータリアンの職業宣言（八項目）が、職業活動に

適用できる倫理的行動の枠組みとなります。 

又、各会員の職業活動を健全に進めることにより、奉仕活動

に寄与することとなります。 

倫理基準を守ることと、健全な職業活動に励むことが職業奉

仕のあり方です。 

最後に、「職業倫理は永遠の課題である」との第 2260 地

区パストガバナー深川純一氏のメッセージを紹介します。 

「第４分科会」報告 

次期社会奉仕委員長 加藤あつこ 

始めに次期社会奉仕委員長 

長瀬輝代之氏より話がありま

した。 

テーマを「地域に目をむけ

た奉仕活動・奉仕の実践を国

際奉仕で」と示したように、

社会奉仕とは地域社会のニーズを把握し、地元、一般社会のた

めになる活動を実践することが目的です。独自の活動でも、各

ロータリークラブとコミュニケーションをとり共同活動でも

構いません。グローバルに目を向け国際奉仕で積極的な活動を

するなど、社会奉仕プロジェクトが一般社会の人々に充分認め

られるようにしてください。という内容でした。 

「第 6 分科会」報告 

次期ロータリー財団委員長 横田 徳久 

次年度は未来の夢計画であ

る新補助金制度が導入されま

す。地区やクラブは新地区補

助金とグローバル補助金の 2

種類の補助金制度を通して地

元や海外での奉仕活動支援の

人道プロジェクト又は奨学金や職業研修チーム等の教育的プ

ロジェクトを実施する事ができます。これらの申請は全てオン

ラインで行われ、更にこの制度の特長は新地区補助金の規模が

従来の 2.5 倍で、その上ロータリー財団がもっていた資金管理

の一部が地区に委託された事です。（そのため地区に資金管理

運用のため資金管理委員会が創設されました。）会員の皆様、

財団の寄付で一層の資金の活用をお願い致します。 

次にロータリーカードの申込を多くの方々にお願い致しま

す。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

尾関  正一君 

本日、地区協の職業奉仕員会の報告をします。 

梅村美知容さん 

21 日、地区ローターアクト協議会に参加させていただきまし

た。ありがとうございます。 

西脇 多吉君 

4 月 21 日、ゴルフ友の会優勝させていただきました。 

横田 徳久君 

地区協議会の報告をさせていただきます。 

【地区協の報告、よろしくお願いします。】 

小關  敏光君 古川  康司君 足立陽一郎君 岩田  滿治君 

星川  直志君 横井  尚啓君 阿部  美男君 遠藤  友彦君 

横井    登君 梅田    渉君 尾關實津成君 加藤あつこさん 

藤原  研一君 北村紀子さん 宇都木  寧君 渡邉  泰彬君 

松岡  三明君 

石黒    勉君 

 

柴山  利彌君 

木村  雅一君 

 

加藤  昌之君 

香田  研二君 

 

杉浦  定文君 

 

 

 


