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本日の卓話

過去 3 回の修正出席率
8/8：98.25% 8/22：98.28%

8/29：96.49

｢第 26 回インターアクトクラブ海外派遣研修報告｣
光ヶ丘女子高等学校インターアクトクラブ

片山千鶴花さん 松野紗也加さん
顧問 谷口千賀子教諭

【9 月 12 日第 1947 回例会 会長挨拶】
既に皆さんご承知のように 2020 年に東京オリンピックが開催される事になりました。これは 56 年ぶり第 32
回となり平成 32 年 7 月 24 日～8 月 9 日の間開催され、同一国複数回開催はアジアで初めてのことだそうです。
日本で最初の開催予定は第 12 回(1940 年)でしたが、日中戦争の拡大とソ連のフィンランド進行で中止となり、
24 年後の 1964 年第 18 回オリンピックが東京で開催されました。同年 6 月 16 日新潟県粟島付近を震源とす
る M7.5 の地震が発生し死者 26 人負傷者 447 人家屋全壊 2250 戸と大変な災害発生したと記録されています。
その一方で 10 月 1 日に東海道新幹線が開通、10 月 10 日から 24 日間にわたり華やかに東京オリンピックが開
催されました。私は当時 22 歳で日本の選手が金メダルを取りテレビから国家を聞いた時の感動は今でも鮮明に覚
えています。当時まだ生まれてない会員も 10 名程おみえですが、生涯に 2 度自国開催のオリンピックが観戦でき
ることは大変幸せです。7 年後のオリンピック観戦を目標にお互い体に気を付けて元気に過ごしていきましょう。

前回の卓話

｢ナンジャモンジャにひとめ惚れ｣

人間環境大学非常勤講師
岡崎きこり塾 塾長
北川勝弘 様

私のナンジャモンジャとの出会いは、35 年前の 5 月中旬に岐阜県の道沿いで、5 月なのに雪が積もっている！
と驚きました。後で確認するとヒトツバタゴ(通称ナンジャモンジャ)という花でした。太陽の光を反射して雪が
積もっていると勘違いしてしまったのです。このヒトツバタゴは英名でスノーブロッサム、雪の花と呼ばれてい
ます。今年の５月に対馬のヒトツバタゴ祭りに行った時、岐阜県の中津川市蛭川村から招かれた５人の方がお餅
投げをやっておられました。十数年も前から対馬市と蛭川村では交流があるそうで、当時自治体同士の職務研修
でたまたま同じグループとなりその翌年から祭りへの参加などの交流が始まったということです。ヒトツバタゴ
の自生地はいくつかありますが、５,６本しか咲いていないところが多い中で上対馬では 3000 本を超えるヒト
ツバタゴが自生しているのです。今年は快晴で、花の付き具合もここ十数年の中ではとても見事だったというこ
ともありとても感激しました。祭りには中津川の副市長さんと他にも 4 人の方が毎年招待されていました。岐
阜県の小中学校にはヒトツバタゴが植えられています。それは１人の青年が戦後の喪失感で鬱々と過ごしている
時、ヒトツバタゴの前に座っていると、ふと自分が癒されていることに気付いたんだそうです。そして、自分と
同じように傷ついている人たちを癒すことが出来ないかと思いヒトツバタゴを育てるようになり、それが小中学
校で植えられるようになったそうです。ヒトツバタゴは花を咲かせるまでに 10 年程かかるので、その方も多く
の苦労をされたと思います。今では愛知県にも送って下さり、岡崎市内の小学校でも花を咲かせています。

卓話者と紹介者の梅村君

卓話：北川勝弘様

青山会長よりお礼の言葉

・形埜小学校創立 140 周年協賛金 3000 円拠出。
■ 第 30 回岡崎東 RC 旗争奪少年野球大会が 9 月 16
日(月･祝)8 時半より開催されます。
■ 9 月の理事会報告
■
第 11 回 RCC 交流会議が 9 月 19 日(木)名鉄グラ
・2015-16 年度地区大会実行委員長に市川幾雄君を選任。
ンドホテルにて開催され、南 鉉君が参加されます。
・新年度親睦夜間例会決算承認。
■
次週例会終了後、ローレライにてガバナー公式訪問
・RCC 助成金(岡崎少年野球サークル 5 万円)承認。
打合せ会に会長幹事･稲垣会場委員長が参加します。
・インターアクト助成金(光ヶ丘高校 15 万円)承認。
■
前年度ガバナー月信最終号が届いています。
・職場例会 10 月 24 日(木)カクキュー八丁味噌にて開催。

会葬お礼のご挨拶 宇野弘隆君
 幹事報告
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出席委員会



ニコボックス委員会

 池田正君 本日パソコン勉強会を開催します。
 浅岡謙治君 ホタル学校写真コンテスト入賞、幸田

本日の出席率 92.98%(欠席 4 名)
前々回(8/29)修正出席率 96.49％(欠席 2 名)

 宇野弘隆君 父の葬儀に多数の会員の方々にご列席
いただき有難うございました。
 朝倉清陽君 孫の 2 歳の誕生日を祝って。
 青山俊次君･林孝夫君 菅生川草刈清掃に多数の会
員の方々に参加していただき有難うございました。
 原田耕平君･中根匡規君･深田昭彦君･中川和広君･春
名祐樹君･手嶋明君･稲垣寿君･金本孝美君･足立汎和
君･酒井賢君･安川政男君･髙木政次君･宇野弘隆君･
足立信雄君 菅生川草刈清掃お疲れ様でした。

彦佐まつりコンテスト観光協会会長賞を頂きました。
 皆出席を喜んで 浅岡謙治君(16 年)
 草野信隆君 東京オリンピック誘致成功おめでとう。
 南 鉉君 東京オリンピック決めては「お･も･て･
な･し」だったと思います。
 長坂勲君･新浪勝也君 7 年先のオリンピックを無
事迎えられますように…。
 小木曽進君 まだ日中は暑いのでお気を付け下さい。
 環境保全委員会 菅生川草刈清掃のお礼
 IT 委員会 パソコン勉強会のご案内

活動報告：「第 30 回岡崎東ＲＣ旗争奪少年野球大会」

青少年奉仕委員長

安井健次

平成 25 年 9 月 16 日(月・祝)午後２時より、岡崎市中央総合公園において開会式が開催されました。当日は
台風の影響もあり、開始時間が変更になりましたが、青山会長をはじめ１０名で出席致しました。天候は回復
しましたが強風の吹く中、開会式は例年どおり順調に行われました。青山会長から宮澤良昌岡崎軟式野球協会
少年部部長にはＲＣＣ助成金が、出場選手には記念品が贈呈されました。当日は試合が中止となり開会式だけ
となりましたが、青山会長によるすばらしい投球の始球式は行われました。出席された皆様お疲れ様でした。

９・１０月の例会予定
例会予定

例会会場

9/26(木)12:30～
10/3 (木)12:30～

内容

岡崎市竜美丘会館 ｢戦後世代が語り継ぐ戦争｣

NPO 法人ﾌﾞﾘｯｼﾞ･ﾌｫｰ･ﾋﾟｰｽ 神直子様

岡崎市竜美丘会館 ｢ガバナー補佐訪問｣ 西三河中分区ガバナー補佐 梅村憲一君

10/10(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 ｢砂漠の故郷と日本とロータリー｣米山学友 張 素芳(ｼﾞｬﾝ ｽ ﾌｧﾝ)様
10/17(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 ｢ガバナー公式訪問｣ 岡崎 RC･岡崎東 RC 合同例会 ガバナー田中正規君
10/24(木)12:30～ 合資会社八丁味噌 ｢職場例会｣ 於：(資)八丁味噌（カクキュー）

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

9 月 25 日（水）

豊田東

トヨタホテルキャッスル 2 階 11:30～12:30

9 月 25 日（水）

三河安城

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

9 月 27 日（金）

安城

碧海信用金庫 3 階事務局 11:20～12:30

10 月 2 日（水）

三河安城

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

10 月 4 日（金）

豊田中

ルージュガーデン豊田ロビー 11:30～12:30

10 月 4 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

9 月 25 日（水）

額田 GC

定例会

ひよどり会

10 月 10 日（木）

チャーム

定例会

写楽会

内容

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて掲示
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