
                                                               

本日の例会（第１７８４回）     ６／２０（水） 
◆夜間例会及び I.D.M.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：名古屋東急ホテル ４階「舞」の間 

次回の例会（第１７８３回）     ６／２７（水） 
◆卓話紹介会員 会員 石黒 勉君 

◆スピーカー 音楽講師 吉川 純子様      

◆題   名 「懐かしの映画音楽を紐解くパートⅡ」 

第１７８３回例会記録     ６／１３（水）晴 
◆司   会 梶川 久雄君 

◆斉   唱 RS・四つのテスト  

出 席 報 告 

会 員 数  ３6 名  前々回訂正  178１回例会 

欠席会員数  ７名  欠 席 会 員  ４名中 

出席会員数  ２９名  MAKE UP  ２名 

出 席 率  80.56％  出席率訂正  93.33％ 

  

会  長  挨  拶 

 会長 加藤 あつこ 

 皆さま こんにちは。昨日は、

米朝首脳初会談が開催され、歴史

的な一日を迎えました。トランプ

米大統領と北朝鮮の金正恩委員

長はシンガポールのホテルで会

談し、1950 年の朝鮮戦争以来、

敵対関係にあった米朝の首脳会談で、北朝鮮の完全な非核化と朝鮮戦争の終

結、その他、諸問題の合意をめざす。会談結果は、東アジアの安全保障環境

に大きな影響を与えることでしょう。パフォーマンスだけにならないように、

いづれにしても、世界平和に結びつくことを ただただ 祈るばかりです。 

本日は、クラブフォーラムです。社会奉仕委員会の 梶川委員長。職業奉仕

委員会の玉置委員長。そして 国際奉仕委員会の星川委員長の報告会です。

よろしく お願いいたします。 

さて 会長挨拶も あと 3 回となりました。今日は、家族以上に家族とし

ての一員となっているペット・猫についてお話しようと思います。ねこ派と

いぬ派がありますが、皆さんは いかがでしょうか？猫がもたらす世界につ

いて調べてみました。よく「猫の住み着く街は、暮らしやすい」と言われま

すが、私たち人間と猫の関わり合いには遥かに長い歴史があります。これま

で猫は古代エジプトのファラオ王朝時代に初めて家畜化されたと考えられて

きましたが、1 年ほど前に、すでに石器時代には猫の家畜化が拡大していた

という研究論文が発表されました。つまり 猫は約 9,000 年前から私たち

と共存してきたことが明らかになったのです。新石器時代には農耕が広まり

始めましたが、それによりネズミが増加し、農作物に被害が及んでいました。

そこで穀物庫の番人として猫が重宝されるようになり、愛玩動物としても共

に生活するようになりました。キプロス島で見つかった遺跡の発掘結果から

は、高位の人物が飼い猫を一緒に埋葬していたことや、何らかの宗教的な重

要性を持つ存在であった可能性も示唆されています。日本においては縄文時

代には、まだ猫は確認されず、弥生時代に初めて現れたと言われています。

やはりネズミを駆除する益獣として農家に親しまれ、豊穣や富のシンボルと

して扱われていました。平安時代には位階を授けられた猫も存在するように

なり、一条天皇は非常な愛猫家だったとの記録もあります。ただし、江戸時

代初期までは、猫がなかなか繁殖しなかったために、大変貴重な存在として

扱われ、ネズミを駆除するために呪具として猫の絵を描いて売り歩く物も現

れ、ネズミ捕りに長けた猫は馬の 5 倍の値が付くほどでもあったそうです。

現在では、80 年代初期に流行した「なめ猫」や 2007 年以降からは和歌山

電鉄の「たま駅長」がブームになるなど、ペットやマスコットのような存在

になりましたが、かつての高貴な存在として位置づけから、日本だけでなく

世界各地で様々の猫に関する伝説や伝承が存在します。 

猫には特別な力が備わっていると昔から言い伝えられていますが、南極大陸

以外のほぼ全大陸で生息できる身体機能があるとのこと。猫の住み着く街を

改めて歩くと感慨深くなります。今では、可愛らしい猫の写真とかカレンダ

ーが、私たちを癒してくれています。以上です。 

今日は何の日 

1582 年：山崎の戦いで、秀吉が明智光秀を破る。織田信長のとむらい合戦。 

1971 年：「ニューヨーク・タイムズ」ベトナム戦争の「秘密報告書」を暴露 

1987 年：広島カープの衣笠 祥雄さんが 2131 連続出場の世界新記録達成 

1948 年：作家 太宰治 山崎富栄と入水心中遂げる。 

2010 年：平成 22 年 小惑星探査機「はやぶさ」帰還。「はやぶさ」は、

地球～太陽 間を 20 往復する約 60 億㎞の距離を、7 年に及ぶ

宇宙の旅を終えて帰還した。小惑星「イトカワ」で採取した微粒

子 1,500 個発見。 

幹 事 報 告 

１．本日は、今年度最後のクラブフォーラムを行います。職業奉仕委員長、

社会奉仕委員長、国際奉仕委員長に年間委員会報告をしていただきます。何

卒よろしくお願いいたします。 

２．次回例会（6/20 水）は夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.となっております。午後５

時３０分より例会、引き続きＩ.Ｄ.Ｍ.を東急ホテル（４階 舞の間）にて行

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 

年間委員会報告            
職業奉仕委員長 玉置 正樹 

＜職場見学会＞ 

平成 29年 10月 4 日(水)、名古屋駅

前「ミッドランドスクエアシネマ」に

て、予告編の鑑賞、普段見る事が出来

ない映画館の舞台裏等を見せて頂きま

した。舞台裏の通路には有名映画俳優
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W e e k l y  R e p o r t
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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 



のサイン入りポスターが沢山貼ってあり、興味深い見学会となりました。そ

の後、場所を移して、名鉄グランドホテル 18F「涵梅航」にて、北京宮廷料

理を堪能し、楽しいひと時を過ごしました。 

＜優良消防署員表彰＞ 

平成 29年 2月 21 日、名古屋市北消防署の優良消防署員の方々に、表彰状

及び記念品を贈呈致しました。名古屋市北消防署署長より「増加する救急出

動に対して」の題目で卓話をして頂き、名古屋市の救急出動件数は、この 20

年で 2 倍近くに増加していると云う事でした。 

職業奉仕については、国際 RC の考え方が変化してきており、日本の考え方

が世界では通用しないとの議論も出てきています。 

 

 社会奉仕委員長 梶川 久雄 

社会奉仕委員会本年度事業計画 

1.優良警察官の表彰（北警察署） 

2.北区暴力追放協議会への協力（賛助金） 

3.北区子ども会育成連絡協議会への協力

（名古屋名北ＲＣ賞） 

4.市内 25ＲＣの共同事業への参加 

5.地区補助金を活用した奉仕活動を考える。 

6.名古屋名北ＲＣ音楽奨学金の授与（県芸大） 

（1）～（3）の北区関係継続奉仕事業滞りなく遂行できた。＊北区から今期

に限りの特別事業の協力をもとめられた・北図書館開館五十周年、楠図書館

会館二十周年を記念して図書の贈呈：（図書の選定は先方任せ、相当金額を負

担）金九万九千円相当を昨年１１月２９日の例会で行った・・理事会で今年

度から５年間の継続事業となった。＊（４）市内２５ＲＣの共同事業・・東

山植物園：桜回廊プロジェクト（今年３月１１日実施・予算３０万円）への

参加。本プロジェクトは、今年度と来年度の２年プロジェクトである・・来

年度予算・１６０万円となる。＊（４～５）北図書館等への寄付を来年度の

２５ＲＣ社会奉仕委員会支援提案事業として１０万円を申請したところ他の

提案７ＲＣと同様３０％引きの７万円で承認された。＊（６）名古屋名北Ｒ

Ｃ音楽奨学金（５年事業の２年目）の実施。・・以上、皆様のご理解、ご協力

ありがとうございました。 

 

 国際奉仕委員長 星川 直志 

本年度、国際奉仕委員長を引き受け年の

功で引き受けたのですが会員歴は長い

ですが一番不向きな委員長でございま

す。皆さまの協力を得、もうすぐ終るか

逃切りができるなと思っていたやさき

に例会で報告しなさいと氏名を受け逃切りができなくなり誠に残念と思って

います。これも与えられた不運と諦め少し時間潰しにおつきあい下さい。 

だいぶん古い話でございますが、フィリピンの田舎の RC ですが学校の教育

に対しての援助の資金だったと思いますがその使途の報告が何年もされてお

らずこの際出すものはきちっと出しその使途をはっきりさせると言う事で当

時のメンバーで近藤さんがフィリピンまで行った人ですが、相手のクラブ担

当の人までもわかっていても連絡も決め出向いたのですが待てども待てども

その時間に現れることもなく連絡もつかないその任を果たせず帰って来ざる

を得ず徒労に終わったと言う例も体験しています。もちろんそんな事ばかり

ではありませんが我が名北クラブの体験として RC を利用された悪い例とな

ってしまいました。今はそんなことはありませんが地区協同の事業が主にな

っていますがそう言う悪い体験をすればどうしても消極的になってしまいま

す。東南アジアの発展途上国の学校のトイレ、また、部落の井戸等成功、失

敗の例も数多くあります。私共のクラブもささやかな貯金箱から始めた国際

奉仕の芽を絶やさない様、根気よく続けて行きたいと思っています。 

まもなく国際大会もあります。過去には大勢行ったものですが最近は少々淋

しい状況ですが皆さんで参加するのは大変楽しくにぎやかで面白いことの連

続です。これからも毎年どこかでありますので的をしぼって積立を始める。

そうでなくても費用的にも楽になります。また、会長のみ参加について費用

負担等が半額負担等検討の余地はないか一考を要すと思いますが皆様で考え

てみましょう。以上、参加別表、国際大会の場所、参加人数です。 

開催年月日 開催場所 名北ＲＣ参加（ご家族含む） 

1982.6.6-9 アメリカ、ダラス  

1983.6.5-8 カナダ、トロント  

1984.6.3-7 イギリス、バーミンガム  

1985.5.26-30 アメリカ、カンザスシティ  

1986.6.1-4 アメリカ、ラスベガス  

1987.6.7-10 ドイツ、ミュンヘン  

1988.5.22-25 アメリカ、フィラデルフィア  

1989.5.21-24 韓国、ソウル ２２名 

1990.6.24-27 アメリカ、ポートランド １６名 

1991.6.2-5 メキシコ、メキシコシティ  

1992.6.14-17 アメリカ、オーランド  

1993.5.23-26 オーストラリア、メルボルン ９名 

1994.6.12-15 台湾、台北 ２８名 

1995.6.11-14 フランス、ニース １７名 

1996.6.23-26 カナダ、カルガリー １１名 

1997.6.15-18 英国、グラスゴー １３名 

1998.6.14-17 アメリカ、インディアナポリス ８名 

1999.6.13-16 シンガポール、シンガポール １６名 

2000.6.4-7 アルゼンチン、ブエノスアイレス  

2001.6.24-27 アメリカ、サンアントニオ １６名 

2002.6.23-26 スペイン、バルセロナ １２名 

2003.6.1-4 オーストラリア、ブリスベーン  

2004.5.23-26 日本、大阪 ２７名 

2005.6.18-22 アメリカ、シカゴ  

2006.6.11-14 デンマーク、コペンハーゲン 

スウェーデン、マルメ  

2007.6.17-20 アメリカ、ソルトレイクシティ １０名 

2008.6.15-18 アメリカ、ロサンゼルス  

2009.6.20-23 イギリス、バーミンガム  

2010.6.20-23 カナダ、モントリオール  

2011.5.21-25 アメリカ、ニューオーリンズ  

2012.5.6-9 タイ、バンコク ２名 

2013.6.23-26 ポルトガル、リスボン ２名 

2014.6.1-4 オーストラリア、シドニー  

2015.6.6-9 ブラジル、サンパウロ  

2016.5.28-6.1 韓国、ソウル １名 

2017.6.10-14 アメリカ、アトランタ  

2018.6.23-27 カナダ、トロント ２名 

二 コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん 吉村知紗さん、入会されてうれしいです。 

【本日のクラブフォーラム、星川さん、梶川さん、玉置さん よろしくお願

い致します。暑い日です。バテないようにしましょう。】 

加藤あつこさん 

遠藤 友彦君 

杉浦 定文君 

西脇 多吉君 

梅田  渉君 

西脇 良一君 

伊藤 晋一君 

梶川 久雄君 

尾關實津成君 

玉置 正樹君 

小關 敏光君 

塚本  隆君 

吉村知紗さん 

尾関 正一君 

横井  登君 

柴山  利彌君 

星川 直志君 

阿部 美男君 

香田 研二君 

平子 明資君 

岩田  滿治君 

梅村  篤君 

祖父江佳乃さん 

足立陽一郎君 

木村 雅一君 

 


