
                                                               

本日の例会（第１７７３回）     ３／２７（火） 
◆6RC(北・守山・錦・葵・アイリス・名北)合同夜間例会 

（時間：午後 6時 00 分～   会場：名古屋ガーデンパレス ３階 明倫の間） 

 

次回の例会（第１７７４回）      ４／４（水） 
◆《母子と健康月間卓話》 

スピーカー 会員 祖父江 佳乃さん 

 

第１７７２回例会記録     ３／１４（水）晴 
◆司   会 小關 敏光君 

◆斉   唱 RS・四つのテスト 

 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  1770回例会 

欠席会員数  5 名  欠 席 会 員  ６名中 

出席会員数  ３０名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  83.33％  出席率訂正  86.21％ 

  

会  長  挨  拶 

会長 加藤 あつこ 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま こんにちは。やっと 待ちに待った春の訪れがまいりました。この暖か

さは、身も心もウキウキしてきます。本日はなんと 23度と 5 月上旬の気候にな

るとのことです。 

さて、先週の創立 37 周年記念例会には、たくさんのご出席を賜りありがとうご

ざいました。音楽奨学金授与式。そのあと、授与された 黒川 真洋さんの、素

晴らしいチェロ・山下 響さんの素敵なピアノの演奏に 感動致しました。楽し

い記念すべき例会でした。準備から、すべてを取り仕切ってくださった 岩田会

場設営委員長をはじめとして 梶川社会奉仕委員長、加島親睦活動委員長 そし

て 西脇直前会長、杉浦幹事  皆さま ありがとうございました。 

今週は、世界のローターアクト週間です。本日のローターアクト週間の卓話は、

青少年奉仕委員長の加藤昌之さんにして頂きます。加藤さん よろしく お願い

いたします。 

先日の 3月 11日に、国際ロータリー2760地区 市内 25ＲＣ 主催の桜の

回廊プロジェクト 植樹式が開催されました。社会奉仕委員長の梶川さんと 一

緒に植樹してまいりました。東山植物園に 30 本の桜の樹を贈呈しました。 

名古屋市内 25ＲＣの皆さま 約 150名の参加でした。今年と来年の 2 年間の

プロジェクトです。来年は 70 本の桜を植樹するそうです。この 100本の桜回廊

ができると 東山植物の 名物になります。私たちが植樹した桜は、山桜・大島

桜の原種です。当日は、まだ開花していませんでしたが、近くにある梅の花は、

素晴らしかったです。紅梅・白梅のかおりに包まれた優雅な一日でした。 

今回、植樹した桜は 3 年後に見ごろを迎えるとのことです。皆さま、是非ゆっく

りと東山植物園で散歩をしてみてください。東山公園は、昭和 12 年に開園。今

年は 80 周年を迎えました。 

さて、本日は、サウナについてお話をします。 

サウナはフィンランドが発祥の地と言われ二千年の歴史があると言われています。

考古学的には石器時代に遡るとも言われています。元々は土地を耕すために樹木

を切り倒して土地を整備する厳しい条件を持つ国で普及し、サウナの持つ疲労回

復効果と、切り倒した樹木の活用という条件が整ったフィンランドで発達したと

考えられています。日本には、1951 年に誕生した東京温泉で初めて見らみられ

るようになりました。最近では、アロマオイルやハーブをいれた水をかけ、高温

の水蒸気を室内に充満させるフィンランドの伝統的な入浴法の人気も高まってい

ます。サウナは、基礎代謝が上がり、健康や美容に良いと言われています。サウ

ナ室では血流が安静時の 2 倍にもなり、酸素の摂取量も増えるため効率よく乳酸

が分解され、疲れが取れたり、発汗による毛穴の皮脂汚れが取れたり体内に蓄積

された疲労要因物質の排出作用などがあります。また サウナ後の冷水浴では血

管が拡張と収縮を繰り返すことによって皮膚や血管も強くなり、外気温度差など

の刺激にも抵抗力を増し、風邪をひきにくくなる効果があります。一回に付き約

15 分の入浴が目安となります。また、リラックスしたい人や美容効果を求める人

は漸増浴という低温のサウナにゆっくり入り、汗がひくのを待ってから就寝する

と効果的になります。こちらは約 20 分の入浴が目安となります。ただし 心臓

の弱い人などは目的に関わらず漸増浴をおすすめします。ゆっくりサウナに入り、

リフレッシュするのも良いのではないでしょうか。 

今日は何の日 

 800 年 ：富士山が大噴火。この時の火山礫や降灰で足柄路は埋没し、代わっ

て箱根路が新たに開通した 

 1701年：江戸城中の 松の大廊下でのこと赤穂藩主 浅野内匠頭長矩が、吉

良上野義央に刃を抜き、斬りつけた 

 1868年：五箇条のご誓文 

 1945年：戦時下、たばこの配給が成人男子 1日 4 本となる 

 1970年：大阪で日本万国博覧会 開幕 

 1992年：東京～新大阪 間を 2 時間 30 分で結ぶ新幹線「のぞみ」登場 

 1879年：アインシュタイン誕生日（物理学者） 

 

 

 

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

愛 

～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．３４ 

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：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



 

委 員 会 報 告 

・春の家族会のご案内         （親睦活動委員長 加島 光） 

 

幹 事 報 告 

１．ガバナーエレクト事務所より、会員の西脇 良一君、加島 光君、香田 研

二君へ 2018-2019 年度地区委員の委嘱状が届いておりますので、後程加藤会

長よりお渡しして頂きます。 

２．来る４月１５日（日）に開催されます 2018-19 年度地区研修・協議会の締

め切りは本日までとなっております。未回答の方は至急回答をお願い致します。 

３．次週３月２１日は法廷休日の為、休会です。つきましては次回例会は、３月

２８日（水）の昼間例会を変更して、３月２７日（火）に６ＲＣ合同夜間例会及

び懇親会となっております。名古屋ガーデンパレスホテル（３階 明倫の間）に

て午後５時３０分より受付、午後６時００分より例会、午後６時３０分より懇親

会を行います。お間違えのないようにお願い致します。 

 

卓話 

 「世界ローターアクト週間にちなんで」 

青少年奉仕委員長 加藤 昌之 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーには５大奉仕と言われ５つありますが、そのうちの一つに青少年奉仕

があります。その中にも４つのプログラムがあります。それは、インターアクト、

ローターアクト、RYLA、青少年交換です。 

 ローターアクトクラブは、 １８〜３０歳までの青年男女のためのクラブです。

その歴史は、1968年 3月 13日にアメリカ・ノースカロライナ州で発足。2018

年の今年はローターアクト創立 50周年になります。創立 25 周年となる 1993

年に、3月 13 日を「世界ローターアクトの日」と定め、この１週間を「世界ロ

ーターアクト週間」としました。 

 日本においても埼玉の川越ローターアクトクラブが1968年6月に日本最初の

ローターアクトクラブとして創立。2760 地区は翌 1969 年に岡崎ローターアク

トクラブが創立、来年 50 周年になります。 

 世界では 177の国に 9,522 のクラブがあり、29 万人余が活動。日本では 34

地区中 33の地区に約 300 のクラブ、3,200人余が活動。2760地区は 9クラ

ブ、110名余が在籍しています。 

 名北ロータリークラブでは、１２のロータリークラブと共同で名城ロータ―アク

トクラブを提唱しています。例会場は名古屋ガーデンパレスホテル。例会日は毎

月 第１、第３火曜日の 19：30〜20：45。設立日は 1995/6/30。会員数は

１２名（男８名、女４名）。会長は柴田恭佑（名城大学学生２２歳）。予算規模は

年 300万円程度。 

補助金はロータリー会員より年間一人 3,000 円拠出しています。 

 名城ロータアクトクラブはこのように会員数が少なく、活動に支障をきたすほど

です。皆様のお力で増員を図りたいものです。 

 

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 

3/10  香田 研二君ご夫人            3/13  西脇 良一君ご夫人 

3/19  岩田 滿治君ご夫人            3/22  斉藤 裕也君ご夫人 

 

結 婚 記 念 日 

3 / 3 斉藤 裕也君              3 / 6 遠藤 友彦君 

3 /21 尾関 正一君              3 /25 加藤あつこさん 

 

 二 コ ボ ッ ク ス 
星川 直志君 

誕生日を祝っていただいて。 

尾関 正一君 

結婚記念日祝っていただきまして。 

梅村 美知容さん 

しだれ梅と桜が家の庭、満開です。 

【春の季節に入りました。うれしいです。本日は世界ローターアクト週間です。

加藤青少年奉仕委員長さんの卓話よろしくお願い致します。】 

 

加藤あつこさん 

玉置 正樹君 

遠藤 友彦君 

近藤  朗君 

岩田  滿治君 

小關 敏光君 

石黒  勉君 

平子 明資君 

伊藤 晋一君 

加藤 昌之君 

西脇 良一君 

渡邉  泰彬君 

柴山  利彌君 

阿部 美男君 

尾關實津成君 

梅村  篤君 

梶川 久雄君 

梅田  渉君 

木村 雅一君 

西脇 多吉君 

 

横井  登君 

斉藤 裕也君 

塚本  隆君 

杉浦 定文君 

祖父江佳乃さん 

入江由希子さん 

 


