
                                                                         

 

本日の例会（第１６２１回）  １２／１０（水） 

◆クラブ年次総会を行います。 

次回の例会（第１６２２回）  １２／１３（土） 

◆家族忘年会を行います。 

（時間：午後 5 時０0 分～ 受付 

   午後 5 時 30 分   開始 

  場所：ウェスティンナゴヤキャッスル 2 階 青雲の間） 

第１６２０回例会記録      １２／３（水）晴 

◆司    会 梶川 久雄君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 

国際ロータリー第 2760 地区 

ガバナー   近藤 雄亮様 

  国際ロータリー第 2760 地区 

      地区幹事   髙須 洋志様 

出 席 報 告 

会 員 数  38 名  前々回訂正  1618 回例会 

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  5 名中 

出席会員数  31 名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  81.58％  出席率訂正  91.18％ 

 

 

近藤ガバナー並びに髙須地区幹事をお迎えして 

例会前に行われた会長・幹事懇談会 

 

 

会  長  挨  拶 

会  長  岩田 滿治 

本日は R.I.第 2760 地

区ガバナー 近藤雄亮様、

地区幹事 髙須洋志様を

お迎えしての1620回の

例会です。後ほど近藤様

には卓話をしていただきます。 

近藤様は 2014～2015 年度のガバナーとして地区

内 84 クラブすべてを公式訪問されるそうです。私共へ

は 55 番目の訪問となります。ご尽力に敬意を表します

とともに、名北クラブ会員一同心より歓迎申し上げます。 

「幻の会見記」 

昭和 25 年 9 月 27 日、朝日新聞に“世紀の大スクー

プ”が掲載された。 

当時、レッドパージによって地下に潜っていた日本共

産党の大幹部、伊藤 律の単独会見記である。「宝塚山中

に伊藤 律氏、無精ヒゲ鋭い眼光」 

朝日新聞神戸支局の記者が、完全に行方をくらまして

いた伊藤 律と宝塚の山中での会見に成功したというも

ので、記事は記者が車で会見場所迄連れていかれ、車か

ら降りると目隠しされて山中に入る下りなど、まさに臨

場感あふれる筆致で書かれていたが、3 日後の同月 30

日、朝日新聞は“世紀の大スクープ”が全くのデッチあ

げで、記事を書いた記者は、勅令 311 号違反で逮捕さ

れたことを発表。社告で謝罪した。 

担当者は退職、神戸支局長は依頼退職、大阪本社編集

局長は解任。現在、この「伊藤 律幻の会見記」と言わ

れる記事は朝日新聞の縮刷版
しゅくさつはん

からは削除され、「会見記

は事実無根と判明したので全文を削除しました」との但
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し書きが添えられている。 

今から 64 年前すでに「四つのテスト」を実践したわ

けです。つまり「真実かどうか」を潔いと思いませんか？

にもかかわらず、最近の記事訂正謝罪などは、遅きに失

した感があります。 

因みに、昭和の 3 大誤報、朝日新聞 伊藤 律架空会

見記事、長崎民友新聞 木星号遭難事故死者架空談話、共

同通信 皆既日食観測成功。 

幹  事  報  告  

1.本日は国際ロータリー第 2760 地区ガバナー 近藤雄

亮様並びに同地区幹事 髙須洋志様をお迎えしてのガ

バナー公式訪問でございます。会員一同心より歓迎申

し上げます。 

2.次回例会(12/10)はクラブ年次総会になっております。

ご欠席のないようお願い致します。 

3.下半期の会費請求書を同封致しましたので、期日まで

にお振り込み下さい。 

4.ＣＢＣチャリティ募金を受付で行っておりますので、

ご協力をお願い致します。お一人、1,000 円です。 

 

ガ バ ナ ー 卓 話 

 

国際ロータリー第 2760 地区ガバナー 近藤 雄亮 様 

 

例会卓話に於いては、ロータリーの成り立ち、歴史等

わかりやすく説明して戴き、また、海外でのエピソード

も含め、大変ユーモアあふれるお話にて、会員一同楽し

いひと時を過ごさせていただきました。 

結びに、職業人としてのロータリアンが進むべき方向

は「感動を与えて見返りを求めず」とのお言葉でした。 

今後の近藤ガバナー・髙須幹事お二方のご健勝・ご活

躍をお祈り致します。 

本当にありがとうございました。 

岩田会長 謝辞 

ニ コ ボ ッ ク ス 

近藤 雄亮様（国際ロータリー第 2760 地区 ガバナー） 

髙須 洋志様（国際ロータリー第 2760 地区 地区幹事） 

貴クラブを訪問して。 

渡邉 泰彬君 

喜寿を祝っていただき、ありがとう。 

尾関  正一君 

ニコボックスご協力ありがとうございます。 

加藤あつこさん 

ボジョレーヌーボ、ありがとうございました。 

梅村美知容さん 

アイドル教室の新曲がオリコン 4 位となりました。 

感謝。 

【国際ロータリー第 2760 地区 ガバナー 近藤雄亮様

並びに地区幹事 髙須洋志様をお迎えして。】 

岩田 滿治君 横井 尚啓君 星川 直志君 入江由希子さん 

道家 泰之君 玉置 正樹君 梶川 久雄君 尾關實津成君 

古川 康司君 遠藤 友彦君 柴山 利彌君 加藤あつこさん 

伊藤 晋一君 石黒   勉君 小關 敏光君 北村 紀子さん 

藤原 研一君 

西脇 良一君 

木村 雅一君 

杉浦 定文君 

梅田  渉君 

近藤  朗君 

西脇 多吉君 

加島   光君 

 

足立陽一郎君 

祖父江佳乃さん 

 

 


