
                                                                                          

本日の例会（第１８３５回）  ７／３１（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

(時間：午後５時３０分～ 会場：名古屋東急ホテル ４階舞の間） 

 

次回の例会（第１８３６回）  ８／７（水） 

◆卓話紹介会員 渡邉 泰彬君 

◆スピーカー 愛知県立芸術大学 准教授 白河 宗利さん 

◆題名 「西洋絵画の秘密 巨匠たちはこの世界をどのように

描いたのか？」 

第１８３４回例会記録   ７／２４（水）晴 

◆司  会 遠藤 友彦さん 

◆斉  唱 それでこそロータリー 

◆来訪者紹介 名古屋北 RC 加藤 慶人君 他２名 

 

出 席 報 告 

会 員 数  35 名  前々回訂正  1832 例会 

欠席会員数  5 名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  ３０名  MAKE UP  0 名 

出 席 率  85.71％  出席率訂正  90.00％ 

 

会  長  挨  拶 
               会長 近藤 朗 

 

 

 

 

 

 

 

２週間ぶりの例会です。その間、７月１２日に北ＲＣの例会に、

同１５日にインターアクトクラブ年次総会に、同１５日には、

錦ＲＣの例会に出席しました。北では、新入会員歓迎のため、

welcome の歌を皆で歌い、インターアクトクラブの若者達は、

映像やダンスが得意で、錦では、例会１０分前にラジオ体操を

行うなど、何れも新鮮な体験でした。さて、本日は、「弓」の

話をします。私は日本で一番的中率が高いリーグに属する大学

弓道部に所属し、３６５日、４年間、全てを弓に賭けた先輩や

同輩に大事にされましたので、ＲＣの会長職でこのような機会

を頂いている以上、弓の魅力を紹介するのが彼らへの恩返しだ

と考えております。そこで、「弓はどのような競技か」につい

て、ゴルフとの比較で考えてみますと、「シンプルな道具で、

物を遠くへ飛ばす」という意味では、似ています。道具がシン

プルですから、体を合理的に使う必要があります。そこで、優

れた人は、フォームがよいということになります。ゴルフでも

非力な女性のフォームがきれいですし、弓でも、年配になって

も強い弓を引く方の射形は、例外なく美しいです。ただ、ゴル

フと違うのは、弓が「武器」であるということです。「対象を

貫く」という点で、独特の快感があります。当たったときの「手

応え」はひとしおです。これが昂じますと、「動いて射るもの

を射貫きたい」「当たった瞬間に対象が反応したら、どんなに

気持ちいいだろう。」と思うようになります。かつて、東京上

野の不忍池で首にボーガンの矢が刺さったのがニュースにな

りました。その際、多くの人は、「かわいそう。誰が、何故？」

と思ったでしょうが、私たち「飛び道具」を扱う人の中では、

「ああ、気持ちが分かる。」という意見も多かったです。飛び

道具は、危険な動機を与えます。ですから射場は、神聖な場所

という雰囲気が漂っています。のみならず、弓は「武器」とし

ての実質をとうの昔に失っています。１５４３年に種子島で火

縄銃が作られ、１５７５年に長篠合戦で、積極的に用いられる

と、弓は表舞台から消えます。三十三間堂の矢通しでも４代将

軍家綱の時代、１６６０年代に１００００本中、８０００本を

通したという記録があるのを最後に、それ以降、発展していま

せん。おそらく、その後は、「精神修養の道具」とされたので

しょう。ですから、弓は、他の柔道や剣道という武道に比べて

も、早くから「スポーツ化」したのだろうと思います。皆さま

にも、このような背景を知って、楽しんで頂ければ、幸いです。 

  2018-19年度 R. 

2019-20 年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

 集う。楽しむ。 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t

２０１９～２０２０年度 Ｎｏ．４ 

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：名古屋東急ホテル 中区栄 4丁目 6番 8号 （052）252-8658 

事務局：名古屋市中区栄 4丁目 6-3 岡崎ビル 2Ｆ 

   （052）253-9075  FAX（052）253-9076 

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

会 長：近藤 朗 幹 事：梅村 美知容 会報委員長：尾関 正一 題 字：遠藤 友彦 



幹 事 報 告 

１．次回例会(7/31水)は、午後５時３０分より例会、引き続き I.D.M.

を当名古屋東急ホテルにて行いますので、お間違えのないようお願

い致します。なお出欠票が未提出の方は、早急にご提出いただきま

すようお願い致します。  

 

クラブフォーラム 

親睦活動委員会 本年度運営方針 

  親睦活動委員長 玉置 正樹 
 

 

 

 

 

 

 

本年度、親睦活動委員長を拝命しました、玉置です。 

近藤会長のテーマである「集う。楽しむ。」を推し進めるため

に会員相互間でのより一層の交流や親睦を深める事が重要と

考えます。今年度から、例会場所も「名古屋東急ホテル」にな

り、今までより幅広い親睦活動が出来るのではないかと考えて

います。例年通りの I.D.M、他クラブとの合同例会、家族忘年

会など様々な活動を継続して行って行きたいと考えています

が、是非、皆さんからのアイディア、こんな人を知っている、

素晴らしい演奏者がいる、こんな楽しい所が有る、今までやっ

たことが無いアトラクション等々、どんどん教えて頂ければあ

りがたいです！皆さんからのご意見をお待ちしています。 

会員の皆様及びご家族にも喜んで参加して頂けるような活動

を目指していきますので、より一層の親睦を深めるため、多数

のご参加とご協力をお願い致します。 

 

会場監督・会場設営委員会 本年度の運営方針   

会場監督・会場設営委員長 香田 研二 

 

 

 

 

 

 

 

令和と伴に例会場が 東急ホテルとなり全てに於て新たらしく

なりました。今後も気品と風紀有る会合を推進致します。 

夜間例会.IDM 等に於ては親睦委員長と 連携しスムーズな運営

を心掛けます、先ずは今月 31 日東急ホテル初の IDM。 

9月11日の錦RCとの合同例会の成功に向けて取り組みます。 

また、今年 11 月 27 日の 半田南 RC との 合同例会の ホス

トは当クラブですので会場も志ら玉さんか東急ホテルかを早

急に設定します。12 月 7 日の 家族忘年会会場は最後のナゴ

ヤキャスルとなっており全会員の協力を頂き盛大に執り行え

るように望みます。 

 

職業奉仕委員会 本年度運営方針 

       職業奉仕委員長 足立 陽一郎 

 

 

 

 

本年度、職業奉仕委員長の足立でございます。 

役割行事としましては、地区の委員会報告、10 月の職場見学

会、2 月の優良消防署員の表彰がございます。 

地区の委員会は開催されておりませんので、今後報告させてい

ただきます。10 月の職場見学会につきましては、昨年の秋に

セントレアにできましたフライト・オブ・ドリームズというボ

ーイング社の展示会場が良いかと思います。1 時間の見学コー

スもあり、ボーイング社はシアトルの街が出なので、シアトル

のレストランや雑貨店、商業施設も充実しております。詳細は、

来月の理事会で報告をして承認を頂きたいと思います。 

2 月の優良消防署員についてはまだ先になりますので、幹事と

話し合いながら決めていきたいと思います。 

 

青少年奉仕委員会 本年度運営方針 

      青少年奉仕委員長 加藤 あつこ 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会 委員長を仰せつかっております。 

加藤あつこです。私たちは、名城ＲＡＣを１２ＲＣで支援致し

ています。今年度、名城ＲＡＣは創立 25 周年を迎えます。 



また 全国のローターアクト大会のホストを当名古屋の地で

開催いたします。25 周年記念例会は、2020 年 6 月 28 日。

第32回全国ＲＡＣ研修会は、2020年3月21～22日です。

ご支援ご協力お願いいたします。続きまして国際奉仕 カンボ

ジア井戸堀貢献事業のご報告を申し上げます。当名北ＲＣでは

初めて地区補助金の申請しカンボジアに井戸を 10か所掘る奉

仕活動をいたします。 

目的：井戸を掘ることにより、毎日、子供たちがバケツで水汲

みをする労働がなくなる。子供たちは、勉強したり、元気に遊

んだりできる。また きれいな水を利用して畑に水を撒き野菜

の生産を行い、その野菜を町に販売し収入を得る。そうすれば

村が自立できる。このたび お世話になるＮＧＯ Ｍｌｕｐ 

Ｂａｉｔｕｎｇは、現地のボランティアの協会です。すでに

200 以上井戸を提供している素晴らしい協会です。この協会

の目的は井戸を掘ることだけではなく、良い水を提供すること

なのです。 

【スケジュール】 

9 月 3 日（火）セントレア 9時集合 

名古屋発 11：00～バンコク着  

バンコク発～プノンペン着 19：55 到着後専用車にてお迎え。 

市内に移動 21：00 夕食・翌日以降の打ち合わせ、 

その後ホテルへ。 

9 月 4 日（水）終日 井戸を掘る村の視察 

片道 約 150～200Ｋｍ要す。 

9 月 5 日（木）午前中 ＮＧＯ Ｍｌｕｐ Ｂａｉｔｕｎｇ 事

務局に訪問。井戸掘り 10か所の贈呈、名北ＲＣのバナー持参、

あと他の 8 か所の井戸を掘る村の現地映像のプレゼンテーシ

ョン。午後 現地でランチ。 

孤児院訪問（0～18 才）訪問 子供たちと遊ぼう！！ 

折り紙で紙飛行機飛ばし、かぶと・鶴を折る。など交流会。 

鉛筆・クレパス・ノート・ハンケチ・お菓子などプレゼント。

日本の歌・カンボジアの歌。皆で楽しむ。 

終了後、空港へ。 

9 月 6 日（金）バンコク発 0：05～名古屋着 8：00 

 

 

 

 

 

 

 

表敬訪問でご挨拶をされる 

名古屋北ＲＣ加藤新幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会 PR 訪問 地区大会実行委員  

中村 禊様 鷲見 好弘様 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

鷲見 好弘様 中村 禊様 本日は地区大会のお願いにあが

りました。100％登録よろしくお願いします。 

加藤 慶人様 本日は例会に出席させていただきます。 

梅村 美知容さん 11:15 からの理事会ありがとうございま

した。  

【鷲見様、中村様ようこそいらっしゃいました。地区大会、皆

で参加させていただきます。本日も皆で楽しみましょう。】 

 

 

近藤  朗君 石黒  勉君 梅村  篤君 足立陽一郎君 

平子 明資君 星川 直志君  遠藤 友彦君 塚本  隆君 

梶川 久雄君 杉浦 定文君 玉置 正樹君 加藤あつこさん 

北村紀子さん 西脇 良一君 尾関 正一君 香田 研二君 

伊藤 晋一君 

岩田 滿治君 

松岡 三明君    

梅田  渉君 

加藤 昌之君 

阿部 美男君  

尾關實津成君 

渡邉 泰彬君 

木村 雅一君 

祖父江佳乃さん 

入江由希子さん 

宇都木 寧君 

 


