本日の行事予定 (2013 年 12 月 6 日)
第 2949 回例会
卓話担当：矢田潔君
講
師：元ＣＢＣ高山開発㈱常務取締役
佐藤英夫氏
演
題：「師走になって思うこと」

先回の記録（例会）
第 2948 回 ’13 年 11 月 22 日（金）晴れ
卓話担当：遠山孝義君
講
師：東山動物園技能長 大嶽邦夫氏
演
題：「“Victoria(オオオニバス属)”
について」
ストレッチ体操 佐藤雅彦君
ロータリーソング 「我等の生業」
ソングリーダー 田中正明君
ビ ジ タ ー 稲垣秀樹君（あまＲＣ）
会 員 総 数 68 名
11 月 1 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員
14 名
本日出席会員 49 名
MAKEUP 会 員
8名
本 日 の 出 席 72.06％ 訂 正 出 席 率 96.88％
超 過 出 席 鈴木吉男君、寺島淳一君、安江正
博君、田中正明君、三谷栄一君、服部貴君、山本
達彦君、加藤泰一郎君、八谷潤一君、伊藤基君、
余郷利彦君(第 6 回役員理事委員長会議）
会長挨拶
鈴木吉男会長
1931 年 満州事変。
1933 年 国際連盟脱退。滝川
事件。
1935 年 美濃部達吉「天皇機
関説」⇒軍部と右翼による思
想の抑圧。京都右傾団体がロータリー排撃の決議。
11 月 1 日、国家社会党が「ロータリーは国家思想
に反するフリーメイソンの外部団体だ」とした。
九州ではユダヤの秘密結社フリーメイソンと関係
があると言われ、神戸では、例会でマルクス主義
批判を聞いて会報に載せたというので警察に呼び
出され、ロータリーは左翼と関係があるとして取

り調べられた。大阪では、国粋団体がしばしばク
ラブ会長に面会を強要し、壮士が例会場に暴れ込
まんとしたことがあった。
1935 年 第 7 回第 70 地区年次大会(京都)。ロー
タリーの日本化問題に関連して、ロータリー運動
の方向性や世界情勢に動かされて中央集権の地方
分権化が討議された。日本語のロータリーソング
「奉仕の理想」など 4 曲採用。
1936 年 第 8 回第 70 地区年次総会（神戸）で、3
つの決議が出された。
・紀元 2600 年に世界大会を日本で行う。
・国際ロータリーの中央集権制を緩和して地方
分権に改めること。
・アメリカのロータリークラブにおける東洋人
差別問題。
1937 年 日華事変が盧溝橋事件をもって始まる。
1938 年 5 月 16、17 日、第 70 地区大会が朝鮮・
京城で行われた。出征兵士に対する感謝や傷病兵
への慰問などの決議。8 月 6 日地区協が比叡山延
暦寺で開催される。昼飯は梅干だけの日の丸弁当。
1939 年 改組案研究会が案を発表。「第 70 地区
を日満ロータリーと改称して自治体とする。ガバ
ナーの名称も日満ロータリー会長と改め、我々が
選挙して国際ロータリーに報告し、国際ロータリ
ーはこれを役員と認めること」等 7 項目を送付。
国単位の機構はすでに 1927 年オステンド国際大
会で廃止されているという返事があり、6 月クリ
ーブランド国際大会に提案しようとするが、ロー
タリー組織の根幹をゆるがす問題になることに気
づき、急遽撤回した。第 70 地区を 3 つの地区に分
割し連合体をつくることになる。70 地区は名古屋
以東、東日本 20 クラブ、71 地区は西日本と台湾
19 クラブ、72 地区は朝鮮と満州 3 クラブ。9 月第
二次世界大戦始まる。
1937 年 ドイツの 42 クラブ、1938 には年オー
ストラリア 11 クラブ、イタリア 34 クラブ解散な
ど、国際ロータリーは 1937 年から 5 年間の間に、
ドイツ、イタリア、日本その他枢軸国の軍隊の侵
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入または圧迫で 33 ヵ国において、484 クラブ
16,700 名の会員を一時的に失った。
国際ロータリー理事会は国家有事中のロータリ
ー活動として、ロータリアンは常にその国の忠良
な愛国者であることが第一義務であることを認識
し、国家有事の期間ロータリーをその国に保存す
るに可能性あり、適当であると考える方策をとる
ことがその義務でなければならないとした。戦時
中、名称を変えてクラブが存続された。帯広木曜
会、小樽火曜クラブ、札幌クラブ、盛岡木曜会、
仙台火曜会、郡山金曜クラブ、東京水曜クラブ、
横浜同人会、岐阜金曜会、新潟火曜クラブ、名古
屋同心会、大阪金曜会、西京火曜会、神戸木曜会、
高松木曜会、今治木曜午さん会、福岡清和会。
1940 年 第 1 回日満地区連合年次大会(横浜)。皇
軍に対する感謝や傷病兵慰問など決議、最後の大
会となる(やがて国際ロータリー脱退のため)。
◎右翼や軍備の思想、言論の自由に対する抑圧は
国会にも及んだ。各ロータリークラブに対するそ
の筋からの干渉や圧迫がだんだんひどくなってき
て、例会に憲兵や警察の特高係がしばしば参席し、
また、例会のスピーチもあらかじめ警察に届け出
なければならないことになり、クラブもその精彩
を失った。京都クラブ 8 月 21 日、大阪クラブ 8
月 12 日、東京クラブ 8 月 14 日⇒国際ロータリー
と関係を停止。東京クラブでは存続すべしとの意
見が多かった。米山梅吉が軍当局に呼び出され、
ロータリーの組織機構は日本帝国に対する反逆で
あると言われる。
1942 年 ロンドンにて 21 ヵ国の政府の文部大臣
および陪審者、その多くはロンドン亡命中の者で
あったが、広く教育および文化の交流をはかる目
的で国際ロータリー第 13 回年次大会が開催され
た。これが後にユネスコとして生育した。

幹事報告
寺島淳一幹事
1. 先週に続き、会場入り口
にて台風 30 号の直撃を
受け、甚大な被害に見舞
われたフィリピンへの義
援金を募らせていただき
ました。ご協力いただい
た皆様ありがとうございます。
2. 本日、臨時理事会終了後、社会奉仕委員会が
彩雲館にてエコキャップ回収事業を行います。
メークアップ対象事業になりますのでご都合
のつく方はご参加ください。
3. 明日 11 月 23 日(土)と 24 日(日)はウェスティ
ンナゴヤキャッスルにて地区大会が開催され
ます。大会 1 日目の 23 日には「地区指導者セ
ミナー」が開催され、安江正博会長エレクト
と、野々山勝也幹事エレクトに出席していた
だきます。大会 2 日目の 24 日は登録受付が

10：30～、昼食時間は 11：30～12：15、本会
議開会が 12：30～となっておりますので、昼
食時間前には会場にお入り下さい。大会終了
後 17：30 よりミタニビルの「点 (ともる)」に
て懇親会を開催します。また、本日出席義務
者の方に地区大会のパンフレットをお配りし
ましたので当日お忘れなくお持ちください。
同じく出席義務者の方に地区大会の請求書を
配布させていただきましたのでお早めにご入
金をお願いします。
4. 11 月 24 日(日)、「海部郡 1 周ぐるりウォー
キング」が開催されます。コースは 10 月 20
日に雨天中止となりました「甚目寺観音～愛
西市役所」までの約 15 キロを津島ＲＣが担当
で行いこの事業も最終日となります。
5. 11 月 29 日(金)18:00～、平和町の「嗣志鵬」
にて役員理事委員長懇親会が開催されます。
6. 11 月 30 日(土)、17：30～名鉄グランドホテ
ルにて
「尾張中央 RＲＣ創立 30 周年記念式典」
が開催されます。鈴木吉男会長と私が出席い
たします。
7. 11 月 30 日(土)、青少年交換学生のジェッシ
ー君が横井さんのお宅から成田さんのお宅に
引越しします。
8. 次週 11 月 29 日(金)は定款 6－1(C)により休
会となります。次回例会は 12 月 6 日(金)とな
りますのでお間違えのないようお願いします。
9. 12 月 4 日(水)15：00～、地区国際奉仕委員会
が開催されます。鈴木吉男会長兼地区国際奉
仕副委員長が出席いたします。
10. 12 月 5 日(木)18：00～、あまＲＣと合同で「近
代海部郡誕生 100 年事業反省会」が蟹江町の
「元海」で開催されます。
11. 本日例会終了後、役員・理事・委員長にて臨
時理事会を開催いたしますので関係者の方は
出席をお願いいたします。
以上です。よろしくお願いします。

ニコボックス報告 第 2948 回分
伊藤誠ニコボックス委員
大嶽邦夫氏 （お車代をちょう
だいしました）
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会長、
寺島淳一幹事 ①11 月 24 日、
「海部郡 1 周ぐるりウォーキン
グ」の最終日です。宜しくお願
いします。②11 月 23 日、24 日は地区大会です。
参加される皆様御苦労様です。③卓話講師の大嶽
邦夫様をお迎えして!!
伊藤彰浩君 ご無沙汰しております。愛西市に愛
西勝幡店をリニューアルオープンすることができ
ました。ありがとうございました。
鈴木吉男君、寺田淳一君、加藤泰一郎君、吉田康
裕君、八谷潤一君 クリスマス家族会の試食へ行
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ってまいりました。当日の食事を楽しみにして下
さい。
伊藤哲朗君 三重県イオン東員店 1F に生活雑貨
店をオープンしました。11 月 23 日、明日グラン
ドオープンです。
篠田廣君 講師の大嶽邦夫さんをお迎えして…。
宇佐美三郎君 明日、納税作品の表彰式があります。
田中正明君 本日、水野人志さんにお世話になり
ました。
余郷利彦君 会員の皆様いつもニコボックスに協
力頂きありがとうございます。
梶浦興蔵君、宅見康悦君、加藤隆郎君 ヨシヅヤ
勝幡店のリニューアルオープンをお祝いして…。
坂井裕君、杦田勝彦君 ウィークリーに写真が載
りまして。
生田達一君、水野人志君、佐藤雅彦君、中野義光
君、日比一昭君、河西あつ子君、相羽あつ子君、
矢田潔君 その他。

その大きさから冬期
の親株の保存を温室
内 で行 うことは困難
であるので、一年草
のように扱っている。
そのため、春にタネ
を播き、葉を大きくし
て子供たちを乗せ、
秋までにタネをとる技術が引き継がれてきた。単に
「自生地の環境に近付ければいい」と考える人も多い
が、Victoria などは、日本の気候に植物の方を合わ
せた栽培方法を確立した例といえるだろう。
引き継がれた特別な栽培事項
①タネは 3 月上旬に水温を 28℃に上げて播く
②露地への移植は暖かい日が続くようになった 5 月
下旬から 6 月上旬に行う
③8 月上旬に葉は最大径となる
④葉を大きくするのは日照時間である
⑤授粉は花の中央の雌しべ（突起部）に花粉を付け
ることで成立する
卓 話
⑥授粉は 16 時から 17 時に行う
卓話担当：遠山孝義君
⑦蕾がつくと葉の生長が鈍る
講
師：東山動物園技能長 大嶽邦夫氏
確立された栽培方法には、多くの引き継ぎ事項が
演
題：「“Victoria(オオオニバス属)”
ある。その引き継ぎ事項は、前任者が多年に亘り
について」
Victoria を観察して得た技術なのである。
東山動物
植物園で管理する植物は、栽培マニュアルが完成
園の前館温
した植物ではなくて、私たちがそのマニュアルを作り
室は昭和 12
上げていかなければならないことに気づいた。そして、
年当初から
前任の植物管理者から引き継いだことにも疑問が生
ある施設で、 じる状況だった。どうすれば解決できるのか？ と思
植物温室と
い、計測から始めることにした。その結果から今まで
の疑問を解決するヒントが多く見つけられた。疑問が
しては日本
最古の温室、 解消されてくることで Victoria を客観的に見られるよ
うにもなった。あとは、記録を積み重ねることで栽培技
かつて東洋
術を高め、安定した植物の魅力、植物が本来持って
一の水晶宮
いる美しさを展示することができ、来園者から信頼を得
と謳われ、
ることができると思う。
平成 18 年 12
今後は重要文化財の温室保存修理のため平成 26
月に国の重
年度から
5 年間は Victoria の調査、展示ができなく
要文化財に
指定された。 なり栽培が一時的に断絶する 。しかし、記録を残し検
証し続ける限り、後任者が一から始めることなく、高い
平成 26 年から前館温室の保存工事が始まり、5 年
レベルの栽培から始めることができることだろう。
間オオオニバス栽培中止され、栽培が一時的に断
絶し、栽培技術の継承ができなくなる。
その他
管理する植物は、日本とは気候環境の異なる各国
から集められた多様な植物であり、世界の気候帯ごと
に、場合によっては種ごとに特別な栽培技術が要求さ
れる。こうした特別な栽培技術は、前任者から後任者
へと口頭により受け継がれ、とても大事なこととして守
られる。しかし、そうして引き継がれたことも確実に受
け継がれるとは限らない。
Victoria(オオオニバス属、オオオニバスとパラグ
佐藤雅彦君の
伊藤哲朗
八谷潤一
アイオニバスの 2 種がある)は、南米原産の水生植物
ストレッチ体操
副会長
親睦活動委員長
で、直径 2ｍを超すお盆のような葉を水面に広げるこ
とで有名である。本来 Victoria は、多年草であるが、
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社会奉仕委員会①
田中正明社会奉仕委員長
11 月 22 日(金)、会員
の皆さんから集められ
たエコキャップを彩雲
館へ届けました。
社会奉仕委員会②
地区補助金「近代海部郡誕生 100 年記念事業」
の最後は、10 月 20 日に予定していたウォーキン
グが雨のため延期され、11 月 24 日（日）に行わ
れました。甚目寺観音から愛西市役所までの約 15
㎞で、80 名程が参加しました。

↑ウォーキング
用のバンダナ

↑甚目寺観音集合
途中の勝幡駅で→
→
地区大会
11 月 24 日(日）、ウェスティンナゴヤキャッス
ルにて地区大会が開催されました。青少年交換学
生代表のジェッシーがＲ旗を持ってステージへ。

←パンフレット

青少年交換だより
11 月 2 日、カナダの成田浩規君から 11
月のマンスリーレポートが届きました。
学校の状況
最近ではかなり仲がいい友達もたくさんできて、放課
後や夜一緒にボードゲームをしたりして遊んでいます。
リスクというボードゲームをよくするのですが、しっか
り会話をしないと勝つのが難しいので、うまく話せなか
ったりして少し歯がゆい思いをしています。このような
少し専門的な話などはまだまだ話すことが難しいですが、
基本的な日常会話程度ならある程度スムーズに話すこと
ができるようになってきました。聞き取るのも慣れてき
て、知らない単語が出てこなければうまく聞き取れます。
最近では空いた時間を使って語彙を増やすよう単語帳を
作っています。 学校の合唱の授業のエクストラのような
クラブに入りました。スターズと言って、いろんなイベ
ントで合唱をするクラブです。歌うのが好きなので、楽
しめます。テンポが速い曲は難しく英語の楽譜を目で追
うので精いっぱいです。26 日にはスターズのコンサート
もしました。その時はまだ参加して間もなく、歌を暗譜
できていなかったので、口パクばかりになってしました。
ホストファミリーとの関係
11 月 24 日に 1 回目のホストチェンジをしました。第
2 ホストは農家で村から車で約 15 分離れたところにあ
ります。ホストマザー、同い年のホストブラザー、犬、
猫、馬、ロバがいます。ホストブラザーは友達と組んで
いるバンドのボーカルで、すごくいい人です。 ホスト
チェンジは自分からロータリーに頼みました。
その他の近況
11 月 15 日は誕生日で、いろんな人が祝ってくれまし
た。いろんなところでたくさんケーキも食べました。授
業の初めにハッピーバースデーを歌ってもらってうれ
しかったです。16 日には自分で企画したバースデーパ
ーティーを開きました。10 人ほどの友達が家に来て、
一緒にお好み焼きを作りました。これがなかなか好評で、
作る過程も楽しかったよといってくれてよかったです。
ホストチェンジ前には第 1、第 2 ホストファミリーを誘
ってカレーライスを作りました。これも好評でしたが、
マレーシアンカレーというスパイスの効いた辛いカレ
ーを食べなれている第 1 ホストファザーにとっては日
本の甘口カレーはスパイスが足りな過ぎたらしいです。

→
次回例会
第 2950 回≪クリスマス家族例会≫
■例会変更 12 月 13 日(金)⇒14 日(土)17：00
ウェスティンナゴヤキャッスル2F「天守の間」
※津島商工会議所からのバス 15：45 出発
↑米山奨学生 ↓青少年交換学生
次々回例会
第 2951 回 ’13 年 12 月 20 日（金）
卓話担当：幅 辰雄君
講
師：青少年交換学生ジェッシー・
ラフランス・ロビノー君
演
題：わが故郷レッジーナ(カナダ)」

→
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