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まず、率直に感じたのは、やはり歴史と伝統のあるクラブは
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雰囲気が全然違うなと思いました。それは１００人近い人数

本日の例会（第１９３５回） ７／２７（水）
夜間例会及びＩ．
Ｄ．
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を行います。

プライドを持って例会に出席されているのがひしひしと伝わ

受付 １７：３０～ 例会 １８：００～ 懇親会 １８：３０～
名古屋東急ホテル

３階 「ルネッサンスの間」

次回の例会（第１９３６回）

がしっかり規律を守り、会員の皆さんロータリアンとしての

ってきました。
順番にお話をします。まず入口で受付をするのですが、その

８／３（水）

横に円卓が２つ置いてありました。

会員増強月間卓話

何のために置いてあるかというと、例会の前にそこで雑談を
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するために、置いてあるという事だったんですが、座ってい

委員

早川

和男 様

る人は、いわゆる長老の人ばかりで、たぶん私の思うに若手
の人、入会歴の浅い人は、そこには座れないんだろうな思い

第１９３４回例会記録
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由希子さん

斉

唱 ＲＳ／それでこそロータリー

ました。何か特別席のような感じを受けました。
それで受付をすませ 例 会場に入るわ けですが、入口には、
Ｆｅｌｌｏｗ Ｓｈｉｐと書いた青いタスキを架けた人、いわ
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冨田
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ゆる親睦活動委員のメンバーが１０人ほどいて、並んで皆さ
んをお迎えする形をとっていました。
私たちビジターには「いらっしゃいませ」会員には笑顔で「

出

席
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暑い中ご苦労様です」とか「今日も楽しい例会にしましょう」
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とか一声かけて親睦を図っていらっしゃいました。
例 会場の中は赤いタスキをした会場設営委員の皆さんが、
ビジターを席に案内したり、 当日の例会の進行の打ち合わせ
などをしていらっしゃいました。
とにかく親睦活動の皆さんも会場設営の皆さんも自分の役割

会

長

挨

拶
会長

をテキパキこなし、例会の準備をされていました。
足立

陽一郎

そこには 例 会をしっかりやるんだ、楽しくやるんだ、といっ
た感じがよく伝わってきました。
例会そのものの進行はうちのクラブとあまり変わりはなか
ったのですがさすがと思ったのは、例会中は会員どおしの私
語はほとんどなく、まして例会中に席を立って会場の外へ出
る人などもなく、皆さん例会にちゃんと参加をしているなと
いった感じを受けました。
それはやはり、冒頭で話をした通り、 歴史と伝統のあるクラ

先週の金曜日親クラブであります、北ロータリークラブの
例会に新年度の挨拶という事で玉置幹事と出席をしてきまし
たので、その感想をお話ししたいと思います。

ブの会員として、またロータリアンとしてのプライドがある
からだと思いました。
そこでうちのクラブに関してですが、 私が入会した頃は、

睦活動委員は青いタスキをし、会場設営委員は赤い腕章をし

クラブフォーラム

て例会に臨んでいましたが、いつの日からかそれをしなくな

社会奉仕委員会 本年度の運営方針

ってしまいました。 理由はわかりませんが、ロータリーの基

社会奉仕委員長

加藤
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本はやはり例会ですので、ここは原点に戻り、両委員会のメ
ンバーは例会中はタスキをかけ、笑顔で皆さんと接し、例会を
盛り上げてください。よろしくお願いいたします。
皆さんも機会があれば、他のクラブの例会にビジターとし
て出席をされるといいと思います。出来れば大きなクラブの
方がまたうちのクラブとは全く違った雰囲気の例会を体験で
きますし、今後のうちのクラブの例会運営の参考にもなると
思います。皆さんそんな機会を作ってみてください。
宜しくお願いいたします。
話はまったく変わりますが、 皆さん今日７月２０日はある
記念日になっていますが何の記念日がわかりますか？
今から５３年前１９６９年の７月２０日、人 類がはじめて月
に降り立った日です。そうアメリカの宇宙船アポロ１１号が
月の表面にある「静かの海」に着陸しました。
搭乗員はニール・アームストロング、バズ・オルドリン、マ
イケル・コリンズの３名です。 月に降り立ったアームストロ
ング船長はこんな言葉を発しました。
「一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大き
な飛躍である」といったメッセージです。
有名な言葉ですね。
アポロ１１号の動向は世界同時衛星生中継されおり、この
アームストロング船長の言葉に世界中が熱狂と興奮に包まれ
ました。
この時期私は小学校６年生で、早朝にこのテレビ中継を観
た覚えがあります。この時思ったのは、自分が大人になった
時、きっと宇宙旅行に行けるんだ、月にも火星にも行けるん

社会奉仕委員会の本年度の事業をご紹介いたします。
本日は、名古屋市北図書館から新任の菊池館長様がお見えに
なっています。例年行われています当クラブの独自事業であ
ります。
「名古屋市北図書館・楠図書館への図書寄贈事業」に
ついての御礼のご挨拶をいただきました。
昨今デジタル化している中でも、本や絵本の親子にとっての
有用性は極めて高く、その社会的意義は高いことをお話しい
ただきました。
その他にも独自事業として「名北ロータリー音楽奨学金の授
与」があります。
また、
恒例の事業として帰宅に関する３つの事業があります。
「北警察署の優良警察官表彰」
「北区暴力追放協議会への協力」
「北区子ども会育成協議会への協力」などの事業も引き続いて
行いたいと思います。
さらに、市内２５ＲＣの共同事業については７月２８日に
開催事業にについての協議が行われます。
決まり次第その事業への参加も致しますので、皆様のご協力
をお願い申し上げます。

だと思いました。しかしアポロ計画はその後お金がかかりす

国際奉仕委員会 本年度の運営方針
国際奉仕委員長

ぎると予算がおりず、アポロ１７号を最後に、アポロ計画は
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中止になり、アメリカの宇宙開発計画はそれ以降積極的には
行われませんでした。私が子供の頃描いてた思いは結局かな
うことなく、夢で終わりました。
という事で７月２０日は人類が初めて月に降り立った日で、
月面着陸の日として記念日に制定されました。
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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. MｙRotary の登録につきまして、 当クラブは現在登録者が
少ないです。 後日、 登録方法の場を設けます。
事前に皆様のメールアドレスを事務局で登録させていただ
きたいので、 メールアドレスを記入していただき、ご提出を
お願いいたします。

本年の国際奉仕委員会の活動の柱としては、１つがワール
ドフードふれあいフェスタ（ＷＷＦ）への協力です。
積極的に参加して、盛り上げていこうと考えております。
もう１つは、グローバル奨学生への支援です。
当クラブは、既に、アメリカに留学された大西さんの支援を
してきました。
大西さんは、本年５月に課程をを終えられ、さらに滞在して、

研究を継続されるそうです。
そしてこの度、松浦さんという若者を、イギリス、リバプー
ルの大学院へ派遣することとなっております。
松浦さんは、国境なき医師団でアフリカに滞在され、予防接
種の必要性を感じて、この度の留学を志望されました。
８月２４日に渡航の予定で、その直前の１７日に、当クラブ
に来て、お話して下さいます。
引き続き、ご理解とご支援を、よろしくお願い申し上げます。
ロータリー財団委員会 本年度の運営方針
ロータリー財団委員長

加島

光

ロータリー財団といたしましては、これまで年次基金・ポ
リオプラスの１８０ドルの寄付をその都度いただいておりま
したが、今年度から、半期にいただく会費に含まれておりま
すので、よろしくお願いいたします。
ロータリーレートに関しましては、変動がございますので、改
めてご報告させていただきます。

ニ コ ボ ッ ク ス
林
香田

功君
研二君

8/24 ㈬ 18：30 食の会開催します。
コロナにはかかってませんでした。

【足立会長：コロナウイルスがまたまた流行してまいりました。
皆さん気を付けてお過ごしください。】
足立陽一郎君 渡邉 泰彬君 岩田

滿治君 加藤あつこさん
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