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●斉	 	 唱  
ロータリーソング「今日も楽し」 
 
●本日のメニュー  
	 春のお弁当	 小伴天	 	 
 
●本日のお客様  
	 西尾一色ＲＣ 会長、山下歯科医院 院長	 山下保彦様 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 桜も葉桜となり、桜前線も北上しております。日本の桜の８

０％がソメイヨシノという品種で、我々が花見をする代表的な

桜の木です。	 

	 ソメイヨシノは種子発芽ではなく、さし木により増加され、植

えられたものではほとんどが原木のクローンです。寿命は６０〜

７０年とされていて、戦後復興期に植樹されたものが多く、そろそろ寿命が近くなってきて、

最近では立ち枯れや、花が咲かない木もある様です。専門家によれば土壌環境の改善等で寿

命が伸ばせると指摘もされています。実際、１２０年のソメイヨシノもあるそうですので、

ちゃんと手入れして、心を和ませる場所を残していかなければならないと思います。	 

	 道具や物、建物等でも修繕して長く使う文化も育てていかなければならないと、桜の木の

下で思った次第です。	 

	 本日もよろしくお願い致します。	 

	 

	 

	 
	 

第２７３０回例会 平成２７年４月１５日(水) 



	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は７点ほどご報告させて頂きます。 
・	 第１０回理事会報告と、他クラブ例会変更等につきましては、

幹事報告書に記載してございます。 入会候補者につきまし
ては、メールボックスにてお知らせさせて頂いております。 

・	 ガバナー月信４月号掲載のお知らせが届いております。受付

にて一部印刷してございますが、幹事報告書にも URL を記載してございますので、そち
らからもご覧ください。内容は、地区大会について、雑誌月間について、東名古屋分区 I.M
についてでございます。 

・	 ２５８０地区ガバナー事務所より、「サンパウロ国際大会 ジャパンナイトパーティー」の
ご案内が届いております。詳細は幹事報告書に記載してございます。 

・	 高浜 RC様より、I.M開催のお礼状が届いております。ご参加頂きました皆様には、幹事
からも御礼を申し上げます。楽しく、また、勉強になった I.Mだったと思います。たくさ
んのご参加、ありがとうございました。 

・	 今後の例会予定を幹事報告書に記載させて頂きました。春の家族会後、次回開催は、５月

１３日となっております。５月１３日の例会では、お誕生日の方が多くおられますので、

プログラムの都合上、１２時よりお昼ご飯をお召し上がり頂けます。さらに例会規定によ

り、５月よりクールビズでの例会出席が可能となります。クールビズは、エンブレムは着

用して頂くという事でございます。 
・	 本年度事業報告書の提出のお願いを、各委員長の皆様のメールボックスに配布させて頂き

ました。原稿の提出期限を、５月１３日とさせて頂きますので、よろしくお願い致します。

ご質問等ございましたら、幹事までお願い致します。 
・	 第１１回理事会の開催案内を理事、役員の皆様にお配りさせて頂きました。５月１３日例

会終了後、２０１号室にて開催致しますので、ご出席をよろしくお願い致します。 
	 

 	 副 幹 事 報 告  
 
	 次年度のご報告を４点致します。 
・	 ５月１０日の日曜日が、地区研修協議会となっております。

ご出席予定の方は、間違いなくよろしくお願い致します。

商工会議所にて１０時にバスが出発致しますので、よろし

くお願い致します。 
・	 全員のメールボックスに会員名簿を配布させて頂きました。会員名簿の提出期限も５月１

３日となっておりますので、変更がございましたらよろしくお願い致します。 
・	 次年度の事業計画書の提出についてです。次年度の委員長さんのメールボックスに配布さ

せて頂きました。５月１３日の締め切りとなっておりますので、よろしくお願い致します。 
・	 第１回クラブ協議会が、本日例会終了後、２０５号室で開催されます。欠席される委員長

さんがいらっしゃいましたら、代理で出席して頂くよう、調整をお願い致します。 

伊藤正幸幹事 

新美雅浩副幹事 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

  
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
西尾一色ＲＣ 会長	 山下保彦様	 	 本日の卓話よろしくお願い致します。 
石橋	 嘉彦君 Ｉ．Ｍに御参加いただきまして、ありがとうございました。 
伊藤	 正幸君 
石橋	 嘉彦君 本日、西尾一色ＲＣの山下会長には卓話をして頂き、ありがとうございま

す。 
伊藤	 正幸君 西尾一色ＲＣ山下会長を御紹介申し上げます。 
新美	 真司君 とてもいい事がありました。 
清澤	 聡之君 先日、京都・平安神宮、夜桜コンサートに妻と娘の３人で行って来ました。

良かったです。 
鈴木	 健三君 山下保彦先生、碧南へようこそ！	 僕の息子がクラシックカー好きになっ

たのは、この人のお蔭です。但し、フェラーリーは明石公園前で故障しな

いのを探して下さいね。 
八馬	 宜久君 １５年ぶりに念願の日経平均が 20,000円達成しました。感謝。	 
	 

 

	  卓 	 話  
 
「国際奉仕事業の一環として」  
西尾一色ＲＣ	 会長、山下歯科医院	 院長	 山下保彦様 
 
	 いつもお世話になっております。西尾一色 RCの山下でござい
ます。本日は卓話をやらせて頂きますので、よろしくお願い致し

ます。 
	 クラッシクカーといいましても、一般的に、国産車、外車、色々あるわけなのですが、資

料にもあります、ミッレミリアのイベントが世界一美しいレース、と言われております。 
	 今回は、「国際奉仕の一環として」といういかにも国際奉仕っぽい題目にさせて頂きました

が、僕がロータリーに入ろうかなと思ったのが、色んな国のロータリーへ出てみたい、とい

うのが一番の希望でした。１９９８年の時に海外のレースへ出たのですが、せっかくなので

	 総会員数 68名 (内出席免除者 16名の内出席者 11名)出席者 55名 

	 出席対象者	 55／63名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 87.30％ 

	 欠席者 13名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

山下保彦様 



メーキャップもしたいなと思いまして、行きました。税関を通る時に、わざとロータリーの

ジャンパーを着て行ったら素通りでした。そのようにすごく優遇されていました。 
	 ジャンパーを着て立っていたら、イタリア語で話しかけられてきて、今近くで例会やって

いるから来いよ、と言われました。メーキャップの場所まで連れてってくれました。いまだ

にメールでお付き合いさせて頂いております。 
	 ミッレミリアは今でいうところの F1です。１９２７年から１９５７年の間に行われた伝統
的な公道自動車レースで、イタリア全土を１,０００マイル（Mille Miglia ＝ ミッレミリア）
走ることから名付けられました。 
	 東京のロータリークラブが、「カーログランスポルト」というものを始めました。これは房

総半島を一周してくるチャリティーレースです。参加する際の寄付を色んな所で使います。 
	 どのようなところで使っているかと言いますと、ポリオ、三宅島の噴火、台風カテリーナ

への支援、フィリピンのマングローブの植樹などです。 
	 東日本大震災の次の年に、復興支援という事で次期会長の笠井先生と二人で、２０１２カ

ーログランスポルトに出ました。 
	 ブガティー３７A、５０８バリラ、ベントレー１９２９、アストンマーティン DB２など様々
な車を見てきました。イベントでミスター・ビーンも見ました。 
	 昨年ですが、ポール・マッカートニーがいました。その次の日に日本の武道館でコンサー

ト予定だったのですが、いいのかなと思いながら見ていました。そしたら案の定、病欠で中

止になっていました。いい加減だなと思いました。 
	 芸能人の堺正章さんとは車仲間なので、仲良くして頂いています。イベントでも一緒にな

る事が多いです。 
	 ご静聴ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２７年５月１３日（水）  
クラブフォーラム「もりわき	 ゆり～〝書〟の道をゆく」	 

書家	 森脇悠理氏	 


