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本日の例会（第１８４６回）　　１１／６（水）

会員数      35 名
欠席会員数       5 名
出席会員数     30 名
出席率  85.71％

ラインアウトを支配され、 モールであそこまで押し込まれては、なすすべ
がありません。 南アフリカは、 前回大会での 「世紀の番狂わせ」 を受
けて、今回、完璧な準備をしてきたということでしょう。 私が、「おや︖」
と思ったのは、「日本の試合については、勝っても負けても、納得がいく。」
という点です。「できることは、すべてやった。しかし、これでは仕方がない。
相手の方が数枚上だ。」 と素直に感じる。 ところが、他の強豪の試合
では、 「どうして、ここで、そんなに単純なミスを︖」 とか、「そもそも、戦
術に一貫性がないのでは︖」 と感じることが少なくありませんでした。
それは、私が、知らず知らずに、「準備した戦術は完璧に」 という、「日本
の戦い方」 を身につけたということでしょう。 サッカーでも、 「日本の国
民性」 を感じることはあります。 たとえば、伝統的に、得点ゲッターたる
ストライカーよりは、その後ろで美しいパスを出すミッドフィルダーに、優れ
た選手が出ます。例えば、味方の誰かがシュートを放った際、日本の選
手は、ほぼ全員、 「入ってくれ︕」 と思います。しかし、南米のストライ
カーは、「バーやポストに当たって、自分の前に転がって来い。」 と思うら
しいです。 「俺が、俺が」 という気持ちが強いということですね 。だから、
日本では、優れたミッドフィルダーは出ても、 ストライカーが今一つという
ことになる。 「サッカーの国民性」 といえば、ドイツは組織的、スペイン ・
ポルトガルは、球回しが美しい、オランダは、キーパーを除く１０人全員
が後から後からゴールに向かってくる、イングランドは、センタリングから身
体ごとゴールに入ってくる等々、やはり、特色があります。人は、ギリギリの
ときに一つの選択をしなければならないというときに、「昔から身についた
もの」 が出るのでしょう。だから、スポーツでも、国民性が出る。ロータリー
は、国際的な組織です。何か、積極的に奉仕活動を行おうという際に、
一方では、「ロータリアンとして、あたり前に身についているもの」 が出、他
方で、「日本人として、いつも行っていること」が出てしまうのでしょう。その
両方を大事にすることが、「皆が納得できる活動」に繋がると思います。

休会を挟んで、２週間ぶりの例会です。その間、千葉県、福島県等で、
また、台風に伴う大雨の被害が生じました。お見舞い申し上げます。
ロータリアンとして、協力していきましょう。 さて、その間に、ラグビーワール
ドカップでは、日本が８強には入ったものの、南アフリカに敗れてしまいま
した。本日は、ラグビーというよりは、「国民性 」 の話をしたいと思います。
南アフリカ戦を観ていて感じたのは、「これは、仕方ないか・ ・。」 というこ
とでした。「負けにも納得」 です。

◆司　　 　　会　   加島　光君
◆斉　　 　　唱　   RS ・ それでこそロータリー

次回の例会（第１８４７回）１１／１３（水）

会長　近藤　朗

前々回訂正　　　　 1843 例会
欠席会員 　　　  5 名中
MAKE UP  1 名
出席率訂正      85.71％
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第１８４５回例会記録 　 　１０／３０（水）晴

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
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《ロータリー財団月間卓話》
◆卓話紹介会員　 ロータリー財団委員会 委員長　　 柴山　利彌君
◆スピーカー　 　      国際ロータリー第２７６０地区　　
　　　　　　　　        ロータリー財団委員会　　会計長　　兵藤　文男様 
◆題　　　名　　　　「ロータリー財団の多様性について」　

◆スピーカー        柴山　利彌君　

出 席 報 告

１.　８月の九州北部豪雨災害の義援金１０００円と、米山月間募
　　　金の２０００円のお支払いがお済でない方は、受付にて行ってお
　　　りますので、ご協力よろしくお願い致します。
２. １０月１８日の中部経済新聞に名北ＲＣのカンボジア井戸寄
　　　贈事業の記事が掲載されました。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



1981 年 3 月 4 日クラブが誕生し 2021 年（令和 3 年）3月4日に
名古屋名北ロータリークラブは満 40 歳を迎え、2020～2021年度
星川会長が担当いたします。創立 40 周年事業実行委員長に渡邉
泰彬が指名されました。
創立４０周年記念事業はロータリーが市民性 ・公共性 ・公益性を
目指していることに鑑み、⓵チャリティーコンサート及び名古屋名北ロー
タリークラブ音楽奨学金授与式、②式典 ・ 受賞者演奏披露及び祝
賀会、③創立40周年記念誌の発行事業の三事業で構成されます。
⓵チャリティーコンサート
ロータリー精神である社会奉仕に基づいて3年前より行っている愛知県
立芸術大学年度最優秀生に名古屋名北ロータリークラブ音楽奨学金
を授与し、 未来を担ぐ芸術家を応援してきたことを広く市民の皆さん
に周知するために 「名古屋名北ロータリークラブ創立 40 周年記念チ
ャリティーコンサート」 を愛知県芸術劇場コンサートホールにて名古屋
を代表する名古屋フィルハーモニー交響楽団、 ソリストに鈴木謙一郎
愛知県立芸術大学准教授を迎えてチャリティーコンサートを行います。
コンサートホールの収容人数は 1800 席、うち300 席はクラブ関係者
用とし、 残り 1500 席を格安の 1000 円にて販売します。
売上金150万円をロータリー財団、名古屋市、 愛知県立芸術大学
に寄贈いたします。演奏に先立ち舞台において星川直志会長の挨拶
及び音楽奨学金授与式を行います。
日時は現在調整中ですが 2020 年 11 月 26 日（木）午後 2 時
開演を計画しております。
②式典 ・ 受賞者演奏披露及び祝賀会
チャリティーコンサート終了後会場を名古屋東急ホテルに移し、ロータリー
関係者（ガバナー ・ ガバナー補佐、市内 25 クラブ及び会員家族）、
名古屋市（北区役所も含む）、 愛知県立芸術大学の皆さんをご招
待し式典 ・ 祝賀会を行います。
そのおり音楽奨学金受賞者による演奏披露を行います。
③創立 40 周年記念誌の発行
2010 ～ 2011 年度～ 2020 ～ 2021 年度までの出来事等を編
集いたします。 2021 年 11 月を目途に発行いたします。

名古屋名北ロータリークラブ創立 40 周年記念事業について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 渡邉　泰彬君

40 周 年 記 念 事 業 報 告 ～名古屋名北 RC カンボジア井戸寄贈事業～
2019 年 10 月 18 日中部経済新聞に掲載

梅村　美知容さん　ニューボーンになってもどってきました。
阿部　美男君　しばらく休んでおりました。
宇都木　寧君　岩手山に登りました。 マイナス 10 度夜雪でした。
ウーサブー︕　

近藤　　 朗君   尾関　正一君   西村　　 努君  石黒　　 勉君
加藤　昌之君  杉浦　定文君　足立陽一郎君　 西脇　良一君
岩田　滿治君  梶川　久雄君  星川　直志君  加藤あつこさん
横井　　 登君   伊藤　晋一君　加島　　 光君  遠藤　友彦君
平子　明資君　 柴山　利彌君   梅村　　 篤君  入江由希子さん
河東　広樹君　 吉村 知紗さん　　梅田　　 渉君  

【渡邉様、 40 周年のお話、 よろしくお願い致します。】

ニ コ ボ ッ ク ス


