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「君が代」
「我らの生業」

出席報告
会員 61 名中 出席４3 名 出席率 70.49％
〇スピーカー 元劇団うりんこ俳優 いのこ福代さん

ースでやっていました。お花見客に「立ち止まらない
で、ください。
」とのアナウンス。皆、興ざめだった
でしょう。しかし、「コロナ禍における花見」花にめ
ぐりあえただけでも幸せと思わなければならないでし
ょう。お花見は、春の農作業に先立ち、神様にごちそ
うやお酒を供えて豊作を祈願したならわしがルーツと
聞きました。桜と神様は関わりが深く「神様が座る場
所」や「田の神様が降りてきたしるしとして開花する
」といった言い伝えが残っています。
「花より団子」
とか、「花より花見酒」のほうが、私には、あってい
ます。私は、「人がたくさんいて、屋台がいっぱい。」
そんな、花見はあまり好きではありません。私の大好
きな、お母ちゃんと二人で、土手の上の桜の下で、お
母ちゃんと静かに酒を飲む花見が好きです。お母ちゃ
母ちゃんと静かに酒を飲む花
んとは、もちろんいつも村田幹事が口に出している
見が好きです。お母ちゃんと
「大場久美子」似のおかあちゃんです。
は、もちろんいつも村田幹事
そして美味しい桜。
が口に出してる「大場久美子」
話は変わりますが、私の大学時代の後輩に平出眞君と
似のおかあちゃんです。そし
いうのがいます。彼が書き上げた本の題名が「美味し
て、美味しい桜。
い櫻」というのが、あります。旭屋出版から発行され
話は変わりますが、私の大学
てます。彼は、名古屋城のまわりに「桜の回廊」を作
時代の後輩に平出眞君という
るんだと「名城さくらの会」という団体を作って美し
のがいます。
名古屋の街作りをめざしてます。彼の著書には、いろ
んな美味し櫻が写真で載っています。

R.I．会長 ホルガー・クナーク

彼が書き上げた本の題名が「美味しい櫻」というの
が、あります。旭屋出版から発行されています。
彼は、名古屋城のまわりに「桜の回廊」を作るんだと
「名城さくらの会」という団体を作って美し名古屋の
街作りをめざしています。彼の著書には、いろんな美
味しい櫻が写真で載っています。
最後に、「超訳 世界恋愛詩集」 著者 菅原 敏
東京新聞発行「夜霧のように消え失せろ」より一部抜
粋させてください。

会長挨拶
皆さん、こんにちは。
本日は、元劇団うりんこ俳優
の、いのこ福代さんに来てい
ただきました。後ほど、「文化
（演劇）生きる免疫力」という
題目にて卓話をしていただき
ます。楽しみにしてください。
さて、本日は「お花見」のお話
しをしましょう。「コロナ禍」
の、お花見。３月の中頃、ニュ

幹 事 村田 誠一

広報･雑誌・会報委員長 久留宮 秀郎

この世に桜がなかったなら
春の心はおだやかで
かき乱されることはない
この世にお前がいなければ
ひとりの夜さえおだやかで
酒と歌とで満ち足りた
・・これは、平安時代初期の歌人 在原業平の歌の最
初の部分を超訳したものです。この部分の原文はたっ
た２行 以下です。
世の中に たえて桜のなかりせば
春の心は のどけからまし
今日も、例会楽しんでください。

表 彰

１０カ年皆出席

室原

國彦君
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4 月の誕生日祝福

卓話「文化（演劇）生きる免疫力」

2 日 髙村君、3 日 山田(豊)君夫人、
4 日 梅田君夫人、5 日 橋本(修)君、
6 日 山内君夫人、
11 日 田島君、吉田(守)君、
19 日 渡邊君夫人、27 日 福西君、
28 日 髙村君夫人、
29 日 山内君、箕浦君

元劇団うりんこ俳優

いのこ福代さん

4 月の結婚記念日祝福
1 日 野村君、2 日 早瀬君、高橋君
5 日 山川君、10 日 梅田君、13 日 鈴木君
15 日 山田(豊)君、平松君、20 日 柳澤君、
26 日 沼野君、29 日 室原君、大平君、
30 日 吉田(利)君

ニコ BOX
(いのこふく代さん、卓話よろしくお願いします)
髙田会長
(いのこ様、卓話宜しくお願いします。55 周年の
準備、着々と進めております)
村田幹事
(ご無沙汰しております)
山田（豊）君
(長女が無事大学を卒業しました。着物、ハカマ
など準備していたのに、急に 1 週間前に中止にな
ってしまってかわいそうでした)
栢森君
(河野先生、先日は夫婦で人間ドックお世話にな
りました)
橋本(美)さん
(髙村さん、中井さん、お仕事ありがとうござい
ました！)
藤掛君
本日合計
累
計

幹事報告

44,000 円
1,579,000 円
村田

誠一君

皆さんこんにちは、幹事報告致します。
４月のロータリーレートは 1 ドル 110 円となって
おります。
４月の理事会は例会前に開催を致しました。主に
4/16 の５５周年記念例会の進行具合等を話し合い
ました。只今の参加者は来賓 6 名・会員 48 名・配
偶者７名・アクト 5 名・元米山 1 名です。次週 4/9
の例会前に親睦活動委員会の打ち合わせを行いま
して本番を迎えたいと思います。
4/25 のローターアクトの地区年次大会ですが
ZOOM での開催となりました。全員登録をしてあり
ますので皆さん ZOOM でのご参加をお願いします。
参加の方は名古屋中央ローターアクトの例会に参
加したことと致します。ZOOM のアドレスは後日事
務局よりお知らせ致します。
本日例会終了後、次年度「クラブアッセンブリー」
があります。対象の方はご参加下さい。
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本日聞いていただくのは、宮沢賢治さんの作品です。
２０１１年東日本大震災でボランティア公演に出かけ
た時、各地で何度も語らせていただきました。宮城県
の津波で壊滅の雄勝地域で語った時のことです。８畳
程のプレハブ小屋に老若男女の人々が１５名程いらっ
しゃいました。”注文の多い料理店・序”この作品は”
私達は氷砂糖を欲しいくらい持たないでも、きれいに
透き通った風を食べ桃色の美しい日光を飲むことがで
きます。”と始まります。小屋の窓からは見えていた
のは、見渡す限りの瓦礫の山でした。一瞬、食物も手
に入るのが難しい状況下で語ってもいいのだろうかと
心配が頭をよぎりました。でも、胡弓の調べは始まっ
ているし、丁寧に言葉を届けることに集中して語りま
した。終えた時、嗚咽が耳に入りました。ほとんどの
人が涙を流され、
「ありがとう。ありがとう」と拝む
ように手を合わされました。
「雨にも負けず」を飯館
村の特養ホームで朗読した時などは、７０名近い方た
ちが全員唱和され、私の方が元気をいただきました。
しかし、震災翌年から小学校での公演は対応が二分し
ました。学力を取り戻すため公演しない学校が増えて
きました。そんな中、１ヶ月の間に６団体も受け入れ
ている小学校があり、思わず「どうして受け入れるの
ですか」と質問してしまいました。校長先生は「職員
会議で、今学校でやらなければならないことを話し合
いました。一つは運動場で思いっきり遊ばせること、
もう一つは皆さんのようにボランティアで来て下さる
方は受け入れる。心を耕していただく。この二つが生
きる免疫力アップにつながります。
」と、忘れられな
い言葉です。コロナ禍でドイツの文化大臣の言葉”文
化は生きていく上で必要不可欠なものです”が重なっ
てきました。文化に携わる者として真摯に受け止めた
いと思いました。本日はこうした機会を設けていただ
き感謝です

第 10 回理事会議事録

2021-22 年度理事会議事録

とき
ところ

とき
ところ

出席者

4 月 2 日（金）11：30～
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「コスモス」
髙田、栢森、棚橋、市野、杉江、村田、
三枝樹、岡田 8 名（敬称略）

①協議事項 なし
②審議事項 なし
③報告事項
・クラブ内規の改正について
出席者表彰に関して定款第 12 条 3 節より、
第 10 条 5 節に改正。
・創立 55 周年記念事業について
コロナ禍だが、感染対策をしっかりして、予定通り
行う。まん延防止法が発せられた会長の判断で中
止もしくは延期する。
④その他
・4/9 例会開催前、55 周年記念例会打ち合わせのた
め親睦委員会を開催し、最終打ち合わせをする。

2021-22 年度クラブアッセンブリー議事録
とき
ところ
出席者

4 月 2 日（金）13：30～
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
栢森、髙村、吉田、髙田、渡邊、柳澤、
河野、中井、長瀬、加藤(昌)、山川、田中、
岡田、三枝樹 14 名（敬称略）

①栢森次年度会長挨拶
②次期役員、理事、委員長紹介
③次年度国際ロータリー会長目標
次年度地区方針
次年度会長方針
ロータリー賞内容説明
地区、委員会行事日程
次年度事業実施予定案説明
次年度実施予算案説明
次年度委員会構成案説明
④その他
(髙村) 栢森次期会長は同好会を増やし会員の交流
を増やしたいお考えだが、ゴルフ会だけにトロフィ
ーや賞品を提供するのはいかがなものか？
(栢森) まだ決めかねている。
次年度までには答えを出す。
(髙田) 次年度研修委員長としては、年間計画に新
人研修の日程を入れてほしい。
(岡田) その様にします。
(栢森) 家庭集会の開催日は月のみの表示が良いと
思うが、メンバーの人選も含めて全て髙田次年度研
修委員長にお任せします。

出席者

4 月 2 日（金）C.A 終了後
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
栢森、髙村、吉田、髙田、渡邊、柳澤、河野、
中井、岡田、三枝樹 10 名（敬称略）

①協議事項 なし
②審議事項
2021~22 年度事業実施予定及び資金収支予算の件
(髙村) 予算案に６０周年記念例会準備金の科目を
新たに設けるのはおかしい。収支で余った分を基金
に入れるべきでは？
(岡田) 科目を新たに作ることはやめます。
③報告事項は無し
④その他
(髙村) 栢森次期会長は会員の親睦交流に重点を置
くのであれば、親睦委員長を理事に加えたらどうか。
(栢森) 親睦委員長を理事に加えたい。

名古屋中央ローターアクトクラブ例会報告
名古屋中央ローターアクトクラブ
幹事

都築 瑠衣さん

3 月 31 日（水）今池ガスビル 7 階クリスタルルーム
19：30～『献血』
毎年私たちは献血の呼びかけ活動を行っておりますが
、今年度はコロナウイルスの影響もあり例会場での卓
話形式としての献血例会を行いました。献血で集めた
血液ががん治療で最も使われていることや海外での献
血事情など、呼びかけ活動をするだけでは得られない
知識を再確認し、その後は「献血に行ったことがある
か」
「献血にどういったイメージがあるか」
「どうした
ら献血に興味が沸くか」といったテーマでブレインス
トーミングを行いました。10 人程度の小規模な例会
でしたがそのせいもあってほとんど全員が発言してお
り、すごくいい雰囲気で意見交換ができたと感じます
。社会奉仕というと、街頭での献血呼びかけのように
現場に出向いて自分の力を貸す、といったイメージが
先行してしまいますが、一旦それを経験したうえで基
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本的な知識に立ち返り、もっと効率を上げる、結果を
高めるためにはどうしたらいいかチームで考える時間
はとても意味があると感じました。来年度は地区行事
として献血呼びかけ活動が予定されており、私たち名
古屋中央 RAC は長年献血例会を行ってきた立場とし
て他クラブを引っ張っていく役割が期待されています
。今回の意見交換で出たアイデアやこれまでのノウハ
ウを生かし、来年度の結果にしっかりと繋げていきた
いと思いました。今年度の活動も残りわずかとなりま
したが、年次大会や卒業式、フェアトレードイベント
のボランティア参加など活動予定が目白押しです。
最後まで全力で駆け抜けていく所存ですので、皆さま
引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事
業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践
すること；
（ロータリアンすべてが、その個人生活、
事業生活および社会生活 に、常に奉仕の理想を適用
すること）
第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット
ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進するこ
と。』
（奉仕の理想に結ばれた、事業と専門業務に携わ
る人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平
和を推進すること）
次回は、この「ロータリーの目的」の本質部分である
「柱書（本文）
」について説明します。

豆知識 2 「ロータリーの目的 （１）」
職業奉仕委員会 (委員 小島清路 記）
国際ローター定款第４条及び
ロータークラブ定款第５条
に、「ロータリーの目的」が、
下記のように記載されていま
す。この太字が現在の表現で
あり、通常文字が変更前の表
現です。現在の「目的」に変更
したのは、原語の「Object of
Rotary」の本来の意味に合わ
せること、「綱領」（1910 年
制定）ではなく「目的」である
制定）ではなく「目的」であることを明確にするこ
ことを明確にすることのため
とのために、2013 年に変更されました。また、本文
に、
表現も、従来表現が古くて判りにくいため、理解しや
すい平易な日本語訳文に同年に変更されました。しか
し、原語英文表記は変わっていませんので、本来の意
味・意義を考えるには英語原文を読み、考えることを
お勧めします。
『ロータリーの目的（綱領）は、意義ある（有益な）
事業の基礎として奉仕の理念（理想）を奨励し（鼓吹
し）
、これを育むことにある。
（これを育成し、
） 具体
的には（特に）
、次の各項を奨励する（鼓吹育成する
）ことにある：
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とす
ること；（奉仕の機会として知り合いを広めること）
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす
べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会とし
てロータリアン各自の職業を高潔なものにすること；
（事業及び専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を
深めること。そしてロータリアン各自が、業務を通じ
て社会に奉仕するために、その業務 を品位あらしめ
ること）
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日
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卓話
「コロナ」と「災害」～合言葉は「命・
支え合い・自ら動く」～
名古屋市港防災センター
防災教育アドバイザー
近藤 ひろ子様
17F「コスモス」
例会変更
創立 55 周年記念例会
16F「アゼリア」17：00
地区研修協議会報告
次年度幹事
岡田 雅君
17F「コスモス」
休会
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休会
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今後の例会予定

21

28

卓話「鍼治療がもたらす効果」
篠原鍼灸院 鍼灸師 山内雅大様
17F「コスモス」
卓話「ロータリーと危機管理」
2760 地区危機管理委員長
寺本 善雄君
17F「コスモス」
卓話
17F「コスモス」

