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例 会 報 告
◆ 本日の例会（第１９４０回）１０／１９（水）
【社会奉仕月間卓話】
スピーカー 国際ロータリー第２７６０地区
社会奉仕委員会 委員長 加藤 久雄 様

◆ 次回の例会（第１９４１回）１０／２６（水）
夜間例会 ( 食の会 ) を開催します。
受付 １７：００ 例会 １７：３０ 食の会 １８：００
場所 ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋
２９Ｆ 中国料理 花梨

◆ 第１９３９回例会記録 １０／１２（水）晴
司
会 渡邉 泰彬 君
斉
唱 国家／君が代 ＲＳ／奉仕の理想
ご 来 訪 者 国際ロータリー第２７６０地区
米山記念奨学委員会 委員 市岡 正蔵 様
半田南ＲＣ 川澄 哲裕 君 他１名
米山奨学生 黄 姝寧 さん

１０月１０日は 「スポーツの日」 という祝日です。
これは１９６４年に 開催された東京オリンピックを記念して制
定されたものです。 この ９ 月１０月 は小中学校、 高等学校、
町内会など、 各地で運動会がよく開催されています。
では、この運動会や体育祭などはいつから行われるようにな
ったのか、 といいますと、 日本で最初に行われた 「運動会」
は定説によれば、１８７４年 （明治７年） ３月に海軍兵学寮で
行われた 「競技遊戯会」 とされています。 海 軍兵学 寮は１８
７０年に創立された、海軍士官の養成所です。
当時の海軍兵学寮における授業は教室に座って学ぶ座学ば
かりでした。 というのも、当時の日本人の日常生活において、
スポーツをするという概念はほとんどなく、学校の体育の授業
は、馬術や武道だけで、体を動かす機会が少なかったのです。
その状況を見て、 当時日本に来ていたイギリリス海軍顧問団
の師範が学生たちの基礎体力の向上と、 ストレスを発散させ
るために、 運動をする事を推奨しました。
そして、 開催されたのが日本で最初の運動会で 「競闘遊戯
会」 と呼ばれる大会でした。
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当時は、 運動種目の呼び名徒競走とか、 走り幅跳びとか、走

３２名 前々回訂正 １９３７例会
９名 欠席会員

６名中

り高跳びとかいったスポーツ用語の日本語がなく、当時の言
葉で種目をあらわしていました。

１名

例えば、12 歳以下の生徒が参加する徒競走の呼び名は 「す

７１.８８％ 出席率訂正 ８２．
７６％

ずめの すだち」 １２歳以上の徒競 走は 「つばめの とびなら

２３名 ＭＡＫＥ ＵＰ

ひ」 走り幅跳びは 「とびうおの なみきり」 などと名付けられ、

会 長 挨 拶

玉投げにいたっては 「ふるだぬきの つぶてうち」 と呼ばれ、
今の言葉では理解できない種目名が付けられていたようです。
この 「競闘競技会」 に目を付けたのが初代の文部大臣で、全

会

長
足立 陽一郎

国の学校に運動会の実施を義務付け、 若者の体力向上をは
かりました。
その時に導入されたのが 「兵式体操」 と呼ばれるもので、軍
隊の動きをとりいれて、規律や秩序を守る人間を育てようと
しました。 現 在でも 呼ばれている 「気を付け」 「前へならえ」
「全体前へ進め」 などはその時の兵式体操の名残りといわれ

10月に入り秋真っ盛りの季節になってきました。

ています。 昭和に入り戦争が激化した事により、 運動会も軍

秋といえば、 食欲の秋とかスポーツの秋とか、 読書の秋と

事色が強まっていきました。 その種目にも 「爆弾輸送」 とか

いった言葉がありますが、 今日はスポーツの秋についてお話

「爆弾三銃士」 など、より戦争をイメージした名前が付けられ

ました。 その後、 戦争が終わり、 平和な時代が訪れると、 軍

間５０００円を、 事務局を通じて頂いております。

事色の強い種目や訓練的な種目は無くなり、 現在のような

誠にありがとうございます。
また、 寄付額の個人平均額は、 全国平均で、 15,516 円

運動会の形になっていきました。
もともとは海 軍士官を目指す学生のために実施された運動

ですが、 当地区は、 13,866 円にとどまっています。

会は、 今では友達と一緒に競技や遊戯を行い、 学生時代の

地区目標としましては、 この全国平均プラスアルファを掲げ

共通の思い出を作る、 楽しい行事となっています。

ています。

という事で、 本日は 10 月 10 日スポーツの日の祝日に因ん

寄付増進に向けてご協力のほど宜しくお願いします。

で、 運動会の話をいたしました。

寄付は必ず 『未来につなぐ 「人」 をつくっていきます。

米 山 月 間 卓 話

米山記念奨学委員会はそうゆう信念をもって運営しています。
引き続きご理解 ・ ご協力を頂ければ幸いです。

誕生日・結婚記念日
RI 第2760地区
米山記念奨学委員会
委員 市岡 正蔵 様

８月

August

----------------------------------------------------------------------------------------------

誕

生

日 ８月３１日 林

功君

配偶者誕生日 ８月 ８日 宇都木 寧君ご夫人
８月２４日 梅田

渉君ご夫人

September
９月
----------------------------------------------------------------------------------------------

名古屋名北 RC 様におかれましては、 累計で 362 万円の

誕

生

９月 ４日 伊藤 晋一君、西村

ご寄付を賜り、 今までに 17 名の奨 学生を引き受けて頂い

努君

９月 ８日 玉置 正樹君

ております。

９月１３日 宇都木 寧君

また、 今年度も中国からの留学生黄妹寧 （ｺｳ･ｼｭﾈｲ） さん

９月１７日 石黒

がお世話になっています。 重ねて御礼申し上げます。

勉君

９月２１日 杉浦 定文君

今日は、 米山月間に因んでと言うことで、米山記 念奨学会
について２つのお話をさせて頂きます。

日 ９月 １日 遠藤 友彦君

９月２９日 吉村 知 紗さん
結 婚 記 念 日 ９月 ４日 平子 明資君

ひとつは米山記念奨学事業の概要についてです。

９月２５日 玉置 正樹君

そしてもう一つがこの事業の柱となっています寄付増進につ

９月２６日 林

功君

いてです。 まず事業の概要についてですが、 米山奨学事業
は、 日本のロータリーが作り育てた独自の事 業で、 ３４地区

１０月

が参加する多地区合同プロジェクトで、 日本で学ぶ外国人留

誕

学生のみを対象としております。
そしてこの事業の最 大な特徴は、 「世話クラブ ・ カウンセラ
ー制度」 です。 奨学生にはロータリー活動に 「参加」 しても
らい、 交流することの大切さを学んで頂きます。 当地区は、

October

----------------------------------------------------------------------------------------------

生

日 １０月１２日 北村紀子さん
１０月１３日 加島

光君

１０月２７日 梅村

篤君

配偶者誕生日 １０月１５日 加藤 昌之君ご夫人
１０月２４日 遠藤 友彦君ご夫人
結 婚 記 念 日 １０月２１日 入江由希子さん

指定校を通じて、毎年１6０名〜１７０名ほどの応募があります。

１０月２５日 宇都木 寧君

ここで大切なことは、 「米山奨学金」 はお金に困っている留

１０月３０日 伊藤 晋一君

学生の経 済支援ではありません。 珍しい国だから、 生活に
困っているから、 学校の成績が優秀だから･･･。
いずれも、 ただそれだけでは米山奨学生に合格はしません。
つぎに 「寄付増進」 についてお話しします。
重要なのは、 この制度のすべては皆 様から頂戴する寄付金
で成り立っているということです。
今年度の寄付総額は、 年間約 13 億 4 千 5 百万円と、 コロ
ナ禍にありながら多くのご支援をいただきました。
その寄付金には 「普通寄付金」 と 「特別寄付金」 の２種類
がありますが、 いずれも使い道は同じです。
名古屋名北 RC 様からは、 普 通 寄付金として一人当たり年

米 山 奨 学 金 授 与
米山奨学生 黄 姝寧さん

千種ＲＣ４０周年式典
１０月７日（金） に40周年記念式典と祝宴が開催されました。
当クラブからは、 足立会長、 玉置幹事がご出席されました。

ニ コ ボ ッ ク ス
◆ＲＩ２７６０地区 米山記念奨学委員会 委員 市岡 正蔵 様
今日米山月間の卓話宜しくお願いします。
◆半田南ＲＣ 会長 川澄

哲裕 様

本日、名古屋名北ＲＣさんの例会に参加させていただき、
ありがとうございます。名北さんと半田南との長年継続
しております夜間交流会を、来る１１月１５日（火）に
半田望州楼にて開催いたします。この日が、１年に１度
の楽しい交流会になりますことを願い、半田南ＲＣメン
バー一同お待ちいたしております。
◆半田南ＲＣ

鈴木

宏司 様

お久しぶりの訪問です。宜しくお願いします。
◆柴山

利彌君

先日ゴルフ友の会で前年度会長杯を頂きました。
◆渡邉

泰彬君

ゴルフ友の会９月例会優勝しました。
◆遠藤

友彦君

久しぶりです。加藤さん、中野さんにわざわざ来駕下さ
り、感謝のみ。また、入院する予定です。
【とっても良い季節となりました。本日は いろいろな方が
ご来訪いらっしゃってます。よろしくお願いいたします。】
足立陽一郎君 梅村

篤君 伊藤

晋一君 加藤あつこさん

尾関

正一君 西村

努君 平子

明資君 吉村 知紗さん

岩田

滿治君 杉浦 定文君 香田

研二君 中野 愛弓さん

塚本

隆君 梶川 久雄君 梅田

渉君 加 藤 昌 之君

名古屋名北ＲＣホームページ
http://www.meihoku-rc.org/

名古屋名北ＲＣフェイスブック
https://www.facebook.com/meihokurc

名古屋名北ＲＣインスタグラム
https://www.instagram.com/rotary_ngy.meihoku/

