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会 長 挨 拶

本日の例会 （第１８９５回）　７／２８ （水）

司　　　　 会　 岩田　滿治君

斉　　　 唱 　ＲＳ／それでこそロータリー

会長ゲスト　 中野　愛弓様

　

第１８９４回例会記録　　　　７／２１ （水） 晴　

次回の例会 （第１８９６回）　 ８／４　　（水） 

夜間例会及び I.D.M. を開催します。

【会員増強月間卓話】

会員増強委員会　委員長　尾關　實津成君

会員数   　３２名　 　前々回訂正　 　 １８９２例会

欠席会員数 　 ６名　　欠席会員      　　 　３名中

出席会員数       ２６名　 　MAKE UP             １名

出席率 　　　 ８１.２５％　 　出席率訂正    　　 ９２.５９％

例 会 報 告

出 席 報 告

会長　香田　研二

りますが、 ２０２１年プロ野球パリーグ１,９８３,４０９人、 東北楽天 ： ３

９３,５８９人、 ソフトバンク ： ３３４,８１９人、 地元中日ドラゴンズ ： ３２

７,３８１人、 これらの数字はコロナ禍の中での観客動員数です。

各球団のスタジアム前で開催反対のデモなど見たことも聞いたこ

ともありませんし東京都議会選挙時でもプロ野球開催反対などと

言う政治家なども見たことも有りません。

（あくまでもこれらは一つの例であり個人的な見解です）

確かに、 ロサンゼルスタイムス紙にの報道によると、ＩＯＣと米国

ユニバーサルの２０１４～３２年の契約金額が１兆３２００億円、 リオ

オリンピックで同社１,３２１憶円の利益。

米ＮＢＣ放映権７,７８０憶円などと天文学的なお金が動いているよ

うです。 勿論 IOC は収益の９０％以上は各国の各競技団体に配

布などスポーツ振興のために支出しているとコメントしていますが、

いずれにせよオリンピックが大きな利権を生む構造になってしまっ

たというのは良い悪いは別として客観的に見ても事実でしょう。

最後に皆さんにある映画のご紹介をします。

題名は 「Chariot  of Fire」 （炎のランナー） です。

これは１９２４年のパリオリンピックの史実であり１９８１年の英国ドラマ

を映画化したものです。

ケンブリッジ大学に入学したユダヤ人のハロルド ・ エイブラハ

ム、 潜在的な差別と闘いながら仲間と共に走ります。

スコットランドの牧師の家庭に生まれたエリック ・ リデル、 信仰の

ために走り続けます。

この２人を通し、 国家の威信や権威、 葛藤、 信仰などが描かれ

てますが、 本来のオリンピックの姿が垣間見える映画と思います。

今週末より、 いよいよ東京オリンピック２０２０が開催されます。

コロナ禍の真っ最中での開催となり、 地元トヨタ自動車が広告掲

載を直前に取りやめたり、 政治家や各文化人？芸能人までが開

催に批判的な意見を述べ各マスコミも批判的な報道が目につき

ます。 私など５６年ぶりに東京で開催される事が決定した時には

大変喜び、 選手の活躍に期待しワクワク ・ ドキドキしたものです。

今でもその気持ちの変わりは有りませんが周りを見渡しますと随分

当初とはかけ離れた印象を受けます。無観客の開催が主流にな

幹 事 報 告

１．本日は今年度第１回目の夜間例会及び I.D.M. です。

　　　ごゆっくりお寛ぎ下さい。

２．上半期の会費の払い込みは ７月３１日までとなっておりますの

　　　で、 よろしくお願い致します。

３．２０２１年７月静岡県熱海豪雨災害の義援金の募金（お１人１,００

　　０円） を受付で行っておりますので、ご協力をお願い致します。
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尾関　正一君　 品質規格審査 OK でした。

中島　宗幸君　 ロータリアンとして世界の平和を祈り。

【いよいよ東京オリンピックも始まります。暑い最中皆様お家でTV

観戦しましょう】

ロータリー財団委員会

　　　　　委員長　加藤　昌之君

職業奉仕委員会

　　　　　委員長　林　　　功君

気分良く帰宅し、大変良く眠れました。 が、 昨日火曜日昼前頃

より、 寒気を感じ ３７.２°発熱、 そして夜には３８.９°まで上がり

しっかりワクチンが浸透しているかな？と思いながら寝苦しい夜を

過ごしました。 何とか、今朝は３６.５°まで回復して、 本日こうして

例会に参加することが出来ました。

今日も夕方からお客様と錦三で食事会、明日もゴルフと活動的に

過ごすことが出来、 有り難いと思っております。

私は名北ＲＣに入会して、 間もなく、 色々と知らないことが多くて

日々勉強中です。いつも事務局の市田さんに聴いたり、ロータリー

で頂いた冊子を見ながらの活動となっております。

今回委員会職は初めてです。皆様に失礼、ご迷惑をおかけします。

よろしくお願いします。 活動内容につきましては、これまでの実績

を基本に計画、実施させて頂きます。

職場見学会は、１０/２０（水） の予定となっております。

現在計画中ですので、 決まりましたら又お伝えさせて頂きます。

職業奉仕につきましては、 新会員オリエンテーションの冊子をみ

ますと、 「職業奉仕とは、 すべてのロータリアンが倫理と高潔さを

持って仕事にあたり、 職業の知識やスキルを社会のニーズ解決

の為に進んで役立てること」 と解説があります。

倫理と高潔さをもって･･･難しいやや抽象的な表現です。

が、歌にも有ります様に、奉仕の理想に集いし、名北ロータリーの皆

様と共に生業を職業を通じて得た物を、神様の国である日本の国

に捧げて、世界の平和を願いながら活動していきたいと思います。

年時基金は、一人当たり１５０ドル。

ポリオプラスは一人当たり２０ドルの

寄付をお願いしています。 当ロー

タリーでは寄付を義務にしてはい

ませんが皆様の浄財をよろしくお

願いします。 因みに昨年度は、年

職業奉仕委員長の林です。

今週月曜日一昨日にワクチン接

種２回目をうけました。 その夜はこ

こにお見えになる数名の方とお食

事、 少しのお酒を頂きました。気

分良く帰宅し、大変良く眠れました。
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社会奉仕委員会

　　   委員長　祖父江佳乃さん

次基金は目標を達しましたが、ポリオプラスは未達成でした。

財団とは、１９１７年に設立されその使命は、 ロータリアンが健康状

態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、

世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。皆様から

集めた寄付は、地区補助金、グローバル補助金、チャレンジ補助

金などでその目的に生かされます。 例えば地区補助金では、地

区の判断で寄付金の活用を決めることができます。各ロータリから

申請がありふさわしいと判断された事業については、地区と申請し

たロータリーとの折半で事業を行うことができます。またロータリー

が関わっているポリオ撲滅の活動には、チャレンジ補助金を通じ

てビル＆メリンダ・ゲイツ財団が１億ドル （その２年後追加でＲＣ２

億ドル＋ゲイツ財団２ ・ ５５億ドル）、 ロータリーから同額の基金を

出してポリオ撲滅の活動をしています。

天に踊るような喜びとは何か。それは 「出遇い」 です。 どんな事

があってもあなたをほっておくことはできないという出遇いを喜ぶの

が、 躍と言う意味です。 社会奉仕は、人との出遇いによって成り

立ちます。 困っている人や、苦しんでいる人との出遇いから蔑む

のでは無く、 慈しみをもち奉仕をさせていただく。 私達は聖人で

はありません。 凡夫です。 煩悩を抱えて生きています。

だからこそ 「無碍光の利益にて、 威徳広大の信をへて、 必ず

煩悩の氷とけ、 すなわち菩提の水となる。 氷多ければ水多し、

煩悩大きに菩提多し」 と親鸞聖人がおっしゃったように、 煩悩が

あるからこそ、菩提である奉仕を担っていく。 そしてそのことによ

り、 自身が喜んでいく、 それが、 出遇いがもたらす躍動だとい

ただき、 一年間、 社会奉仕のお役目を担って参ります。

社会奉仕として今年度は前年度に

引き続いての奉仕を行います。

今年度、 会長が掲げたテーマは

「躍動」 です。 仏教辞典を 「躍

は天にをどるをいふ。喜ぶ心の極

まりなり」としるしてあります。

香田　研二君　 西村　　努君　 岩田　滿治君　 尾關實津成君

遠藤　友彦君　　平子　明資君　　梅村　　篤君　 加藤あつこさん

林　　　　功君　　玉置　正樹君　　塚本　　隆君　　 吉村 　知紗さん

加藤　昌之君　　河東　広樹君　　柴山　利彌君　 祖父江佳乃さん

石黒　　勉君　　近藤　 朗君　　梶川　久雄君　　渡 邉　　泰彬君

伊藤　晋一君　　加島　　光君　　　　　　　　　　　 　　　


