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本日の例会（第１８３８回）　　８／２８（水）

出 席 報 告

会員数      35 名　　　前々回訂正　　　　 1834 例会
欠席会員数       7 名　　　欠席会員 　　　　　　　 3 名中
出席会員数     28 名　　　MAKE UP  　 　　0 名
出席率  80.00％　　　出席率訂正  90.91％

会 長 挨 拶

「戦後の日本、 殊に東京という街の日常」 がよく分かるところです。
蒲田駅のホームには人が溢れていますが、
周りの道路は舗装されていません。 会社の上司と部下、 同僚同士で、
お互い、 私生活までよく分かっていて、 誠に安定している。 また、
私にとっては、 中年以降の様子しか観たことのない俳優さんたちの若い
姿が観られるのも嬉しかったです。
東京暮色では、 原節子、 笠知衆、 杉村春子という、
おなじみのメンバーに加え、 山田五十鈴、 有馬稲子が出ています。
早春では珍しく、 池部良と岸惠子が軸になりました。 もちろん、 笠知
衆は不器用な先輩として、 また、 杉村春子はいつものとおり、 お金や
地位、 世間体を気にしながらバイタリティをもって生き抜く 「俗物」 と
して出ています。 このような中で、 小さなドラマが展開する。 ただ、
東京暮色では、 正直、 「おや︖」 と思いました。
晩秋や東京物語と同じく、 笠知衆が父、 原節子が長女として出、
今回、 次女には有馬稲子が出ています。
そこで親子の気持ちのやりとりやその伝わらないところも同じなのですが、
いかんせん、 「映画として伝わってくるもの」 が弱いのです。 私は、
他の作品に比べ、 「戦争の記憶が濃く出ている」 ことから、 当時の
気持ちを共有できない自分には、 入っていき難かったのかと思いました。
映画評では、 「全体に暗く、 興行的には成功しなかった。」 とあります。
これに対して、 「早春」 の方は、 「働く若人」 が活躍する。
殊に岸惠子は、 好奇心満々の妹各の娘の役で、 輝いていました。
池部良は、 劇中、 「ジェラール ・ フィリップのようないい男」 と言われ
ますが、 そのとおりで、 格好いい。 ここでは、 原節子も親子関係も
出てきませんが、 庶民の日常を丁寧に描き、 そこにドラマが隠されて
おり、 展開していくという手法は、 いつものとおり。 そして何より、
「日々変わりゆく東京という都会の中での期待と不安」 がにじみ出て
いるように思いました。
「昔に比べれば、 随分、 豊かに、 便利になったけれど、
自分たちが望んだものは、 これだったのだろうか︖」 というような漠然と
した不安です。 そして、 それは、 今、 現在、 私たちが置かれている
状況と酷似しています。 そのあたりが、 ６０年以上経った今観ても
面白い、 色褪せない理由なのか、、、、 と思いました。
ロムーニ会長ではありませんが、 「本物は伝わる」 と思いました。

お盆休み明けの例会です。
前回７日の後、 翌８日の財団セミナー他で、 ロムーニ会長のお話を
聞く機会を得ました。 お忙しい中、 限られたプライベートの時間の旅先
として２７６０地区を選ばれた理由が、 「２０年以上前に交わした
友情」 にあると聞き、 感動しました。ＲＣの精神をそのまま体現された
方です。 さて、 今日は、 小津安二郎の映画についてお話します。
連休中、 「東京慕色」 と 「早春」 を観ました。 早春が１９５６年、
東京暮色が１９５７年の作品です。 後者は小津の最後のモノクロ
映画だそうです。 小津は６３年に６０歳でなくなっていますから、
晩年の作品ということになります。 今、 小津作品を観て面白いのは、

◆ゆったり例会を行います。

《会員増強月間卓話》
◆スピーカー 地区会員増強委員  名古屋東南 RC　 織田　敏之君
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 小牧 RC　　　　　  長尾　秀義君　

◆司　　 会　加島　光君
◆斉　　 唱　RS ・ 四つのテスト

次回の例会（第１８３９回）　  9 ／４（水）

第１８３７回例会記録 　　 　８／２１（水）晴

会長　近藤　　朗



幹 事 報 告

１.　９月１１日（水）、 名古屋東急ホテルにて行われます名古屋錦
      ＲＣとの合同夜間例会 ・ 懇親会の出欠票の締め切りは本日まで
　　　となっております。
　　　前回同封しましたご案内では 「栄の間」 でしたが、 「雅の間」 に
　　　変更になりました。
２.  １１月９日（土）・ １１月１０日（日）、
　　　ホテルナゴヤキャッスルにて行われます地区大会の出欠票の
　　　締め切りは本日までとなっております。
３.　来る９月１８日（水）の吉田ガバナー補佐訪問の出欠票を同封
　　　致しましたので、 ８月２８日（水）までにご提出下さい。
　　　尚、 当日は例会前に懇親会（11︓30 ～ 12︓10）　　　
　　　 （該当者︓会長、 副会長、 会長エレクト、 幹事、 副幹事）、
　　　例会終了後にクラブ協議会（開始 13:40 ～ )
　　　該当者︓会長、 幹事、 理事、 役員、 委員長、 入会３年
　　　未満の会員）を開催致します。
　　　ご欠席の場合は代理出席が必要となりますので、
　　　よろしくお願い致します。
４.　来る 10 月 2 日（水）は、 名古屋守山ＲＣホストによる
　　　3ＲＣ（守山 ・ 錦 ・ 名北）合同の伊藤ガバナー公式訪問になって
　　　おります。 本日出欠票を同封致しましたので、 9 月 4 日（水）
　　　までにご提出下さい。
　　  日時　令和元年 10 月 2 日（水）
　　  例会　12 時 30 分～ 13 時 30 分　16Ｆ「アゼリアの間」 
　　  場所　名古屋マリオットアソシアホテル　
      名古屋市中村区名駅 1-1-4  TEL:052-584-1111　

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム

会報 ・ 広報委員会

ロータリー財団委員長　　柴山　利彌　　　

会報 ・ 広報委員長　　尾関　正一

ロータリー財団委員会

広報について。 奉仕の内容予定です。
①県芸大の援助
②北区子供会の援助
③カンボジア井戸寄贈事業の援助
等々、 効果的に広報をしたいと思います。 地区等への PR、
併せて MyRotary の PR もしていきたいと思います。

ロータリー財団委員長の柴山です。
まず今年の地区協議会で、 ロータリー財団の委員会がありました。
そこでは、 年次目標について色々と聞きました。
寄付総額は、 2019 年 3 月 25 日現在で、
１位　米国　1 億 5000 万ドル
２位　韓国　1 千 400 万ドル
３位　日本　1 千 300 万ドル
【2018－2019 年度　世界】
全体　3 億 8000 万ドル
年次基金　1 億 3700 万ドル
ポリオプラス基金　5000 万ドル
恒久基金　6150 万ドル

（2025 年までに 20 憶 2300 万ドル）
【2018－2019 年度　日本】
年次基金　一人当り　150 ドル
ポリオプラス基金　一人当り 30 ドル
恒久基金　各グラフでベネファクター又は遺贈友の会を 1 名増やす
大口寄付︓各ゾーン 30 件（総額 120 万ドル）
ポリオプラス DDF（地域財団活動資金）20％増加
ロータリー平和センターへ DDF 寄贈
グローバル補助金への DDF 活動
ポリオプラスについてですが、 1988 年に 35 万人発生しました。
1998 年には、 6227 人。 2008 年には 1651 人。
去年では発症例は数人でした。
0 にならない限りワクチンを投与しなければなりませんので、 ご協力
をお願い致します。
・ 地区補助金について
・ グローバル補助金について
１１月 R 財団月間の卓話で、 地区の委員会の方の説明を
聞いてください。 財団の地区補助金制度を活用してカンボジアへ
井戸を寄付する事業が認められ、 国際奉仕委員会と協力して
９月２日から９月５日まで近藤会長、 加藤あつこさん、
西脇良一さん、 祖父江佳乃さん親子がカンボジアへ出向きます。
よろしくお願い致します。



ニ コ ボ ッ ク ス

梅村　美知容さん　本日前年期最後の理事会お疲れ様でした。

近藤　　 朗君   伊藤　晋一君   足立陽一郎君　杉浦　定文君
玉置　正樹君   遠藤　友彦君　 星川　 直志君  加藤あつこさん
塚本　　 隆君   梶川　久雄君   尾関　 正一君  横井　　 登君
河東　広樹君   岩田　滿治君   尾關實津成君  平子　明資君
柴山　利彌君　 梅田　　 渉君   梅村　　  篤君  加島　　 光君
西村　　 努君　 阿部　美男君　 宇都木　 寧君  入江由希子さん
木村　雅一君 　西脇　良一君　 石黒　　　勉君  

【お盆休み明け、 久しぶりの例会です。 クラブフォーラムのご報
告よろしくお願い致します。 暑さに負けず、 楽しくやりましょう。】

２０１８～１９年度決算報告

直前会計　　渡邉　泰彬　　　

決算書を会員に配布のうえ、 説明報告が行われました。 　　　

会員増強委員会

会員増強委員長　　梶川　久雄

当クラブの会員数２０１９/２末－３５名、 ４月２名入会で
３７名となったが、 ６月末で２名退会となり、 今期は、 ３５名
でのスタートとなった。 ７/２６、 地区会員増強委員長会議が
開催され梅村幹事共々、 出席し会員増強に有効、
有益な話を聞いてきました。 成功事例として、 名古屋守山ＲＣの
圧巻の報告がありました
・ ・ 「クラブ６年の奇跡」 ・ ・ ・
２０１３/２０１４－大量退会９名、
２０１４/２０１５、 ２０１５/２０１６ー１４名退会
・ ・ ３年度で８名入会 /２３名退会 ・ ・
１５名の会員減少で２０１５/２０１６年度末 ・ ３４名となった。
会員減少により財政が切迫、 マリオットから変わるか ・ ・
他のＲＣと合併か ・ ・ 等、 後ろ向きな雰囲気となった。
３４名中２９名のみ活動、 ５名は、 休会等。
残った会員は皆良い人ばかり、 ２０１６/３月の１泊２日のゴル
フ同好会で、 会員増強の為の 「チーム５０」 のアイデアが生まれた。
そして２０１６/７/６に 「チーム５０」 発足した ・ ・
＊皆に紹介者を出して貰うべくしつこく根負けする位アプローチする。
＊入会を達成したら、 皆で紹介者を褒め称える。
＊入会者を一人ボッチにしない　
＊ご入会のお誘いレター、
検討中のフォローレター、 バッチ、 チーム５０ ・ ロゴ作成。
＊入会金１０万半期会費２０万決定 ・ ・ 現在会員数５５名。
＊前年度は、 チーム６０、 今年度はチーム７０ ・ ・ ７０人目指
して進行中との事。
・ ・ 会員数３５名の当クラブにとって大変参考になる話を聞きました。
＊当クラブも会員数５０名目指して全会員一丸となり、
１会員１名以上の紹介キャンペーンを実施しますので何卒絶大な
ご協力をお願い申しあげます。（５０名と云う数字は、
クラブ運営上、 財政面からも最低基準の数字と思います。）


