
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（第１５５７回）  ８／２７（火） 

◆6RC（北・守山・錦・葵・アイリス・名北）合同 

田中ガバナー公式訪問が行われます。 ホスト：錦 RC 

次回の例会（第１５５８回）     ９／４（水） 

《新世代のための月間卓話》 

◆スピーカー 青少年奉仕委員会 

         委員長 入江由希子さん 

◆題    名 未 定 

第１５５６回例会記録      ８／２１（水）晴 

◆司    会 阿部 美男君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1554 回例会 

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  4 名中 

出席会員数  29 名  MAKE UP  3 名 

出 席 率  78.38％  出席率訂正  97.22％ 

会  長  挨  拶 

会  長  宇都木 寧 

久しぶりの例会です。夏休み

をいかがお過ごしになられた

でしょうか。 

 

 

 34 度で何となく涼しいと感じるのは大変異常なこと

ですが、連続 37 度を超す暑さに、体力・気力も萎えて

しまい、盆休みどころではなかったのが本音ではないか

と思います。 

 この夏の話題を探してみました。福知山の花火大会の

爆発事故等悲惨な事故もありましたが、探してみたとこ

ろ、映画では「０」「ゼロ」という言葉がキーワードに

なっています。宮﨑駿夫スタジオジブリの「風立ちぬ」。

「永遠のゼロ」という零戦が登場する 2 つの映画が上映

され、評判となっています。特にジブリの「風立ちぬ」

は、私も見てみたいと思います。 

 実は、私は零戦に乗ったことがあります。「じぇじぇ」

と思われる方もいると思いますが、空を飛んだわけでは

ありません。 

 コネを利用し、博物館にある展示中のコクピット操縦

席に乗せてもらいました。乗った感想は、自動車で言え

ば何々と言いたいところですが、耕耘機にそっくりとい

う感じでした。操縦桿の左側にスロットルバー。機関銃

もむき出し、計器もスピードメータ、水平器、エンジン

回転、油圧計等わずかしかありません。無線器はポンコ

ツラジオのようでした。以前セスナに乗せてもらったこ

とがありますが、大違いです。セスナは、一昔前のカロ

ーラでしたが、零戦の内装はひどいものです。胴体構造

がむき出しのままです。日本人は、零戦にあこがれるか

もしれませんが、私が乗るならば、グラマンアメリカ製

ですね。乗る人間の命を大切にする飛行機に乗りたいし、

また、自分の息子にはグラマンに乗ってほしいです。戦

うのみで、パイロットの命を大切にしない日本。国のた

めに戦う者の命を大切にするアメリカ。どちらが勝者か

歴史は証明しました。しかし重要な問題は、感傷にとら

われることなく、科学的に勝利をもたらすものは何か、

敗因は何かと考えることであると思います。「風立ちぬ」
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は、映画アニメの世界にすぎません。多く国民が勇敢に

戦い、そして亡くなり、その後の遺族の生活を思えば、

感傷のみでは平和は維持できないでしょう。以上、終戦

の日を念頭におき挨拶とさせていただきます。 

幹  事  報  告  

1.来る 9 月 11 日(水)、アパホテル名古屋錦にて行われ

ます夜間例会及び I.D.M.の出欠票を同封致しましたの

で、8 月 30 日(金)までにご提出下さい。 

2.次回例会は 8 月 27 日(火)、6ＲＣ合同の田中ガバナー

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「バロックの間」）にて行います。

尚、8 月 28 日(水)の例会を変更して行いますので、

お間違えのないようお願い致します。 

クラブフォーラム 

201２～1３年度決算報告 

直前会計  梶川 久雄 

決算書を会員に配布のうえ、説明報告が行われました。 

職場見学会について 

職業奉仕委員長  尾関 正一 

来る１０月２日の例会終了後、瀬戸線及び車にて、守

山陸上自衛隊駐屯地を訪問する職場見学を計画していま

す。 

意外と皆様も活動内容については、不案内のことと思

います。東北震災の折、自衛隊の活躍は、頼もしい姿に

映りました。当地域の守山駐屯地の幹部自衛官の御説明

等見学を含め、有意義だと存じます。 

出席予定者の名簿提出も必要ですので、後日、皆様に

御案内します。 

終了後、会場ボンタインにて食事会を予定しておりま

す。 

9月 11日の夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.について 

親睦活動委員長  加藤 昌之 

当ホテル１１階の「ビルゴ」にて開催致します。 

申し訳ございませんが、財政逼迫のため今回は外部か

らのアトラクションはありません。そこで、皆様にお願

いがございます。皆様に「家族の輝」をキーワードとし

て２分以内でのスピーチをお願いしたいと考えておりま

す。それに伴って、もうひとつお願いがございます。ス

ピーチに因みましたお写真をワンカットいただきたいと

考えております。 

 

お写真を事務局へ事前にメールでお送りいただきまし

たら、当日プロジェクターを使用して私が映させていた

だきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

ロータリー財団セミナーに参加して 

ロータリー財団委員長  横田  徳久 

2013～2014 年度 7 月より未来の夢計画、即ち新補

助金制度がスタートしました。 

新補助金には新地区補助金とグローバル補助金並びに

パッケージ・グラントがあります。 

・新地区補助金は年に一度ＤＤＦの 50％までを新地

区補助金として申請し、国内外の比較的短期の複数プ

ロジェクトに使用することが出来、しかも地区で裁量

権が委ねられる活気的な補助金です。 

それに対して、 

・グローバル補助金は 6 つの重点分野に関連した比較

的大規模で長期的なプロジェクトを支援するもので、

その活動が持続可能であり、またその成果が測定可能

であることです。 

いずれの補助金も申請書を提出する計画年度と補助金

が支給される実施年度が 2 年サイクルとなっています。

柔軟性をもって活用できる補助金ですので、新補助金制

度を機に、名北ロータリークラブの皆様の新たなプロジ

ェクトの参加と挑戦とその成果を心からご期待申し上げ

ます。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん 

和顔施 人にやさしい笑顔を 

ありがとうございます。 

柴山 利彌君 

夏風邪 体調不良 

皆様、気を付けて下さい！ 

【暑い日が続いています。お身体お大事に。】 

宇都木 寧君 星川 直志君 横井   登君 足立陽一郎君 

石黒   勉君 藤原 研一君 古川 康司君 北村  紀子さん 

赤崎 守弘君 梶川 久雄君 渡邉 泰彬君 近藤    朗君 

柘植 勝介君 加島   光君 尾関 正一君 半泊  與則君 

小關 敏光君 

木村 雅一君 

梅田   渉君 

香田 研二君 

西脇 良一君 

加藤 昌之君 

西脇 多吉君 

阿部 美男君 

 

杉浦  定文君 

加藤あつこさん 

 

 


