
                                                                         

 

本日の例会（第１６１１回）  １０／１（水） 

《職業奉仕月間卓話》 

◆スピーカー 職業奉仕委員会 

        委員長 加島  光君 

◆題    名 「超入門 職業奉仕の入り口」のご紹介 

※例会後、職場見学会（敷島製パン(株)刈谷工場） 

を行います。 

次回の例会（第１６１２回）    １０／８（水） 

《米山月間卓話》 

◆卓話紹介会員 米山記念奨学委員会 

                委員長  北村 紀子さん 

◆スピーカー 米山奨学生 李 珊珊さん 

◆題    名 とある留学生の日常 

第１６１０回例会記録      ９／２４（水）雨 

◆司    会 道家 泰之君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も 

出 席 報 告 

会 員 数  38 名  前々回訂正  1608 回例会 

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  6 名中 

出席会員数  30 名  MAKE UP  5 名 

出 席 率  85.71％  出席率訂正  96.77％ 

会  長  挨  拶 

会  長  岩田 滿治 

先週の挨拶で戦前の満

州映画協会のお話を致し

ましたが、その中で満映時

代の残党？であり特に個

性ある人物の戦後を紹介

します。 

 

 

秦 豊吉氏は昭和 22年 1月東京新宿にあった帝都座

という所にて日本で最初のヌードショーを企画、演出。

第一弾は「ビーナスの誕生」と銘打って舞台に額縁をセ

ット、その中に「ビーナスの誕生」の絵画のごとく女性

モデルを立たせ鑑賞させ、当時の人々の注目を浴び、ま

た特に進駐軍の兵士などには大変な評判だったそうです。 

第二弾は「ル、パンティオン」という作品、第一弾以

上に濃厚であったそうです。ちなみにモデルは栄光の我

が国第一号 18 歳の女性であった。（女性会員の皆様には

顰蹙を買いそうですが、失礼） 

又、許斐氏利氏はトルコ風呂のはしりと言われた東京

温泉を銀座に造った。（彼は戦前、「昭和通商」という軍

需国策会社（公的記録には一切出てこない謎の会社）の

上海支店に出入りし、諜報機関である児玉機関第一のな

らず者」と恐れられた）児玉機関とはロッキード事件の

児玉誉士夫の事である。詳細については紙面の都合もあ

るので、機会があればお話ししたい。 

遠藤友彦君より望洲楼での合同例会時における漢詩を

作って戴きましたので、以下ご披露して戴きました。 

 

遠藤友彦老師 知多望洲楼観月 七言絶句 

望洲楼畔 桂冰輪 望洲楼のほとり 冰
ひょう

輪
りん

（月）桂
か

かり 

天半雲開 眼界新 天半雲開きて 眼界新たなり 

今夕仲秋 何趣向 今夕
せき

仲秋 何の趣向ぞ 

人看明月 月看人 人は明月を看、月は人を看る 

 

 

 

幹  事  報  告  

2014-15年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

和(なごみ)と輪  

ロータリークラブ 

WWeeeekkllyy  RReeppoorrtt  
２０１４～２０１５年度 Ｎｏ．１３ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：岩田 滿治 幹 事：横井 尚啓 会報委員長：入江 由希子 題 字：遠藤 友彦 



1.ＲＩ本部の会員表彰担当チームより新会員を推薦され

た渡邉泰彬君並びに西脇良一君へ新会員推薦者認証ピ

ンが届いておりますので、後程会長よりお渡しして頂

きます。 

2.ロータリーの友「英語版」の申込以来が来ております。

購入ご希望の方は、10 月 1 日(水)までに事務局へお

申し出下さい。 

[ 年1回 11月発行 1部 定価500円＋消費税 ] 

3.次回例会(10/1)はＴＫＰガーデンシティ名古屋の都

合により会場が 11 階「ビルゴ」へ変更となりますの

で、よろしくお願い致します。 

4.平成 26 年北区区民まつり「きた・きたフェスタ」の

ご案内が来ております。チラシを受付に置きましたの

で、ご希望の方はお持ち帰り下さい。 

委 員 会 報 告 

・職場見学会について 

（職業奉仕委員長    加島  光） 

 

新会員を推薦された渡邉泰彬君並びに 

西脇良一君へ新会員推薦者認証ピンが贈られる 

 

卓  話 

「旅行」あれこれ 

会 員  西脇 良一 

本日は、私の旅行につい

て話をさせて頂きます。 

まず、私の旅行の目的と

か、関心とか楽しみは、主

に美しいとか、珍しいとか

の風景とか建物を見たり、おいしい食べ物を食べたり、

おいしいお酒などを飲んだり、その土地の歴史とか文化

を知ったり、色々な出会い、交流などを経験することで

す。また旅行に行くときには写真も趣味ですので、色々

と機材を持って出掛けます。会員だった長谷川さんのハ

ッセルやリンホフとか高橋さんのハッセルやローライ等

が懐かしく思い出されます。私は後で写真の発表会、展

示会、製本にする等は、老後は余り物を残さないように

と、ほとんどいたしませんが、パソコンで楽しんでいま

す。 

つぎに、私の息子が５年くらい前までアメリカの大学

に行っておりましたので、飛行機の券だけ買って、よく

遊びに行きました。いつもエコノミーで行くのですが、

ある時エコノミーが満席なのでビジネスに座らされまし

た。あちらに着いてからは、私が買った新車のポルシェ

のカイエン GPS で東に向かいグランドキャニオン、デ

スバレー、フーバーダム等を見学し、ラスベガスに入り

ショーを見たり、カジノにも行き次の日の夕方になり帰

路につきましたが、途中でタイヤがパンクしたりしまし

たが、往復で 1000 キロ以上のドライブでしたが無事に

息子のマンションに着くことが出来ました。けっこうハ

ードでしたが充実した旅行でした。帰りの飛行機もある

事情でビジネスに乗らされました。あの時ちょくちょく

息子の所へ旅行に行って色々な経験や交流が出来て大変

に良かったなと思いました。これからも健康な内は色々

なところへ、どしどしと行きたいと思います。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

松岡 三明君 

長い間お休みを頂きました。 

尾関 正一君 

ニコボックス御協力ありがとうございます。 

【秋分の日以后、夜長くなります。「みちたりた夜ばかり」】 

岩田 滿治君 橫井 尚啓君 橫井   登君 加藤あつこさん 

遠藤 友彦君 古川 康司君 梶川 久雄君 足立陽一郎君 

梅田   渉君 星川 直志君 道家 泰之君 北村 紀子さん 

伊藤 晋一君 西脇 良一君 西脇 多吉君 入江由希子さん 

石黒  勉君 

杉浦 定文君 

 

横田 徳久君 

阿部 美男君 

 

近藤   朗君 

木村 雅一君 

赤崎  守弘君 

加島   光君 

 

 


