
                                                               

本日の例会（第１７８１回）     ５／３０（水） 
◆ゆったり例会を行います。 

 

次回の例会（第１７８２回）      ６／６（水） 
◆卓話紹介会員 会員 伊藤 晋一君 

◆スピーカー  医療法人正医会  近松医院  院長  近松  均様     

◆題    名 「生活習慣と健康 －健康寿命を考える－」 

 

第１７８０回例会記録     ５／２３（水）雨 
◆司   会 入江 由希子さん 

◆斉   唱 RS・日も風も星も 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  1778回例会 

欠席会員数  １１名  欠 席 会 員  3名中 

出席会員数  24名  MAKE UP  0名 

出 席 率  68.57％  出席率訂正  89.29％ 

  

会  長  挨  拶 

 会長 加藤 あつこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま こんにちは。続いていました晴天から今日は雨模様です。足もとの

悪い中、本日は例会にご出席ありがとうございます。 

本日の卓話は、国際ロータリー第 2760地区 国際奉仕委員会 委員をお勤

めの 

加島 光さんにしていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

5月 19日には イギリス王室 ハリー王子とメーガンさんとのロイヤルウ

エディングが行われました。お二人のウエディングには、「愛」があり、「愛」

の多様性をたくさんの皆さんが祝福をしました。お幸せになっていただきた

いです。 

5月 20日 日曜日には、北区子ども会大会が開催され、名北ロータリーク

ラブ賞 表彰状授与式に行ってまいりました。今年で 56回目なんと 56年

間続いています。本年度は宮前学区の皆さま・光城学区の皆さまを表彰致し

ました。 

北区子ども会育成連絡協議会 会長の鈴木潤子会長・北区役所 津坂区長の 

主催のもと たくさんの子供たち・学区の子ども会の会長さん ほかたくさ

んの方たちが参加しました。 

◆昭和 26年 5月 5日 児童憲章の宣言。そして 

◆平成 30 年度名古屋市子ども会申し合わせを子供たち全員で唱和しました。 

1 楽しく一日を過ごそう。 

2 心をこめて あいさつをし、人に親切にしよう。 

3 お互いに 仲良くし、責任を持って行動しよう。 

4 感謝の気持を忘れずに 協力・信頼し・活動しよう。    

以上です。 

また 本日は北区区民会議があり、お招き頂きましたので 行ってまいりま

す。 

主催は 北区の津坂区長さまです。北区区民会議開催要項の改正・運営方針・

北区区民まつり など です。 

さて 皆さま、アメリカ俳優 トム クルーズをご存知ですよね。 

近頃、日本の有名な俳優・歌手・登山家の皆さん、「朝丘雪路さん・星由里子

さん・西城秀樹さん・栗城史多さん」の訃報が報道されています。しかし ト

ム クルーズさんは元気です。1962年 7月 3日、ニューヨーク州にて生

まれました。少年時代はレスリングに夢中になるも、次第に演劇に興味を持

つようになります。1981年、「エンドレスラブ」で銀幕デビュー。1983

年の「卒業白書」で若手スター候補のひとりに数えられるまでに成長します。

1986年の「トップガン」が大ヒット。世界的トップスターの仲間入りを果

たしました。1996年のミッション：イン ポッシブル」ではイーサンハン

ト役を演じると共に、映画プロデュース業にも進出。「ミッション：イン ポ

ッシブル」は 5作まで続いています。2003年の「ラストサムライ」におい

ては、渡辺謙、真田広之、小雪などと共演。日本の俳優が海外進出する一つ

のきっかけともなりました。 

派手なアクッションの映画でも、スタントマンを使わず、自らスタントを行

うことにこだわりを持っています。例えば、F1マシンに乗り直線で時速

290Kmを出すドライブをも行い、屋上から屋上に飛び移る撮影中に骨折。

しかし 7週間後には撮影に復帰。また 親日家としても知られており、来

日回数は数えきれません。東日本大震災への支援、着物好き、神戸牛が大好

物。日本の習慣・文化も大切に思っています。そんな親日家の彼に敬意をこ

めて、10月 6日をトムの日と定めています。 

今日は何の日 

811年：坂上田村麻呂が亡くなりました。桓武天皇の時代、東北地方を平定

し活躍しました。彼は とても心のやさしい人だった そうです。 

1946年：日本映画で初のキスシーン登場「はたちの青春」封切 

1962年：国立がんセンター診療開始 

1969年：初の「公害白書」できました。 

1995年：長良川河口堰 （せき）が運用開始。総事業費 1840億円。 

2013年：三浦雄一郎エベレスト登頂（8848メートル）史上最高年齢。

80歳、70歳、75歳に続いて 3度目の登頂です。 

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．４２ 

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 



 

幹 事 報 告 

１．去る５月２０日（日）の北区子ども会大会に加藤会長が出席され、名古

屋名北ロータリークラブ賞として宮前学区・光城学区の各子ども会育成連絡

協議会を表彰致しました。 

 

卓 話 

     国際ロータリー第 2760 地区国際奉仕委員会 

                        委員 加島 光君  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

地区国際奉仕委員となって 2年が過ぎました。 

鈴木委員長との約束であと 1年委員として務めます。 

というか、名簿に名をとどめます。 

さて、地区国際奉仕委員会の活動ですが、 

毎月の委員会はともかく、現地に赴いての活動には全く参加できない状況で

すので、誠に申し訳ない状態です。 

現在の主たる活動は、以前にもご報告したネパールのブトワル地区への移動

医療キャンプ支援事情です。これは国際ロータリーのグローバル補助金事業

として行われています。 

ネパールのブトワル地区は同国の第五州の州都で、首都カトマンズから西約

240キロの地点にあります。 

ここは丘陵地と言うよりは山岳地域で、それら地域にはインフラとしての医

療機関が存在しないことから、それら地域に医療サービスを行き渡らせる為

に、移動用車両、医療スタッフ、医療機材、医薬品等を支援する者です。 

主体は、地区国際奉仕委員会、現地ロータリー、AMDA（特定非営利活動法

人アムダ）で行うことになっており、この 5月 19日に現地での引き渡し式

が行われたということです。 

この事業の報告に関しては、次回の委員会ということになりますので、地区

委員会報告のタイミングとしては、何とも間が悪いことになってしまいまし

た。 

このほかの事業としては、6月にフィリピンのケソンでの「水と衛生」プロ

ジェクトでケソン市内の学校にトイレを整備する事業で、WFFの収益から支

援されます。 

WFFほか、地区国際奉仕委員会の活動に対して、名北の皆さんにもいろいろ

ご協力いただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

加島 光君 つたない卓話ごめんなさい。 

【地区国際ロータリー国際奉仕委員の加島さんの卓話です。よろしくお願い

致します。】 

加藤あつこさん 

岩田  滿治君 

塚本  隆君 

足立陽一郎君 

石黒  勉君 

西脇 良一君 

星川 直志君 

玉置 正樹君 

近藤  朗君 

横井  登君 

小關 敏光君 

尾關實津成君 

渡邉  泰彬君 

杉浦 定文君 

平子 明資君 

梅村  篤君 

伊藤 晋一君 

木村 雅一君 

香田 研二君 

尾関 正一君 

北村 紀子さん 

入江由希子さん 

祖父江佳乃さん 

 


