
 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 小谷恒夫 幹事 青山和成 会報 宮下智香子   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

世界へのプレゼントになろう 
本日 第 631 回例会 2016 年 4 月 12 日（火曜日)第 623 号 

 
＜本日のプログラム＞ Today’s Program 
 
点鐘 
＜ロータリーソング＞ 「我らの生業」 
         

演題：「ロータリーと私」 
 
卓話担当：中川清子 

前回 第 630 回例会 2016 年 4 月 5 日（火曜日)記録 

  

＜ロータリーソング＞ 「君が代」「奉仕の理想」       総合司会     

  

山田文明親睦活動委員長                

＜出席報告＞  

 

 

 会員総数 20 名  

出 席 者 11 名 出席率 55.00 ％ 前々回補正出席率 95.00 ％ 

 東雲 4 段子 

＜会長挨拶＞    愛知長久手ロータリークラブ   小谷恒夫会長 

                        フランクリン・ルーズベルト 
（Ａｌｂａｎｙ  ＲＣ）                      

 

        アメリカ合衆国 第 32代大統領 

任 期    1933年 3月 4日－1945年 4月 12日 

      第 44代ニューヨーク州知事 

  任 期   1929年 1月  1日－1932年 12月 31日 

任 期   1913年 3月 17日－1932年  8月 26日 

出 生      1882年 1月 30日 

       アメリカ合衆国、ニューヨーク州ハイドパーク 

      死 去     1945年 4月 12日（63歳没） 

                    アメリカ合衆国、ジョージア州ウォームスプリングス 

政 党           民主党 

 

世界恐慌、第二次世界大戦時のアメリカ大統領であり、20 世紀前半の国際政治における中心人物の 1 人。ルー

ズベルトのニューディール政策と第二次世界大戦への参戦による戦時経済はアメリカ合衆国経済を世界恐慌の

どん底から回復させたと評価される[3]。ラジオを通じて国民との対話を重視した。歴代アメリカ合衆国大統領の

ランキングでの人気投票でほぼ上位 5 傑に入るなど、現在でもアメリカ国民からの支持は根強い。その一方、ソ

ビエト連邦の独裁者ヨシフ・スターリンに対する容共的な姿勢を取り、その侵略行為を黙認したことは後に批判

の対象となった。中国に対しては日中戦争の際に蒋介石を強く支持し莫大な軍事費の借款を行っていた中国びい

きと言われた。 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１５－２０１６ 

WEEKLY 
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ルーズベルトはアメリカ政治史上で唯一 4 選された大統領である。 

アメリカ史上唯一の重度の身体障害を持つ大統領でもある 

1921 年 8 月 10 日にカナダ・キャンポベロー島の別荘でポリオを発症する。 

その後遺症により、下半身がほとんど麻痺し日常生活では車椅子を常用していた（彼が実際に罹患したのはギラ

ン・バレー症候群であったと推測する症状比較研究がある）ルーズベルトに障害のあったことは当時のアメリカ

国民にはほとんど知られなかった。前述の通り、彼の車椅子姿をとらえたメディアは殆ど無く、写真がわずか 2

枚ほど残されているだけである。 

2001 年に米国の身障者協会の運動で、ワシントンに車いす姿のルーズベルトの銅像が立てられた。 

ルーズベルトの肖像は、米国の 10 セント銀貨に採用されている 

「良く聴き、良く学べ」 

「国土を破壊する国家は、自らを破壊する」 

「幸せとは、達成の喜びと、創造の感動の中にある」 

「今日という一日は、明日という日の 2倍分の値打ちがある」 

 

＜会長挨拶＞    名古屋名東ロータリークラブ   都築八千代会長 

 

いよいよ春爛漫、ここ杁ヶ池でも美しい桜の季節がやってきました。昨日の雨で花びら

が少し散ったようですが、桜は散ってゆく姿も、路上に広がる花びらのじゅうたんも景色

のひとつですね。 

 桜が咲き始めるとそわそわと気持ちが高ぶり、美しい桜を見にあちこちへ出掛けたくな

りませんか？ 皆さんはこれまでどんな桜をごらんになったでしょうか？  

 春になったら 1年に 1回ずつ名だたる銘木を見に全国を旅するのも良いですね。日本３大桜と言われる銘木は、

福島の三春滝桜（みはるたきざくら）、山梨の山高神代桜（やまたかじんだいさくら）、そして、岐阜の薄墨桜。

それぞれ樹齢が 1000 年から 2000 年と言われます。１本だけで、その圧倒的な存在感があるこれらの桜は、も

はや霊木と言っても良い神々しさがあると思います。 

 では、桜の日本３大名所はご存知でしょうか？ 青森の弘前公園、長野県の高遠城趾公園、そして、奈良の吉

野と言われています。 

 公園や街中にある桜は、園芸用に品種改良され人の手によって植えられた里桜が多いです。人の管理のもとに

大切に育てられることの多い、ご存知ソメイヨシノや八重桜、しだれ桜などが代表的な里桜です。ソメイヨシノ

は、日本の桜の８割を締めていると言われています。私は吉野の桜に代表されるような山桜も好きです。 

 華やかに一気に咲いて、一気に鮮やかに散るソメイヨシノとは違い、山桜は群生の中にあって個々に開花時期

や色、樹の形などに特徴があるために、開花がずれて長く楽しめるのだそうです。山桜は花と葉が同時に出るの

が特徴的で、ソメイヨシノの華やかさはありませんが可憐な変化のある淡い色彩が春の山の息吹を演出します。

樹齢が 60 年から 70 年とされるソメイヨシノと比べ、樹齢も非常に長く、生命力の強さを感じます。 

さて、ここ杁ヶ池の桜は、もちろん人の手によって植えられた里桜ですね。こちらは昭和 62 年、名古屋名東

ロータリークラブ創立 10 周年を記念して、寄贈されたものです。池の廻りに何百本と植えられた桜は、これま

で虫が入ったり、雨で崩れたり、枯れそうになったり、もうダメかと思われたことも何度かあったようですが、

古くからのメンバーが掘り起こしたり、補植をしたりと愛情を込めて手入れを続けた結果、今こうして 28 年の

年月を重ね、見事な大木となり、公園を訪れる皆さんの目を楽しませています。創立 10 周年当時からのメンバ

ーの方々にとっては、この杁ヶ池公園の桜はどの銘木よりも愛着ある桜でしょう。 

時間をかけて大切に大切に育ててくださったその愛情は、私達ロータリークラブの成長とも重なります。今年

のお花見では、古くからのメンバーに改めて感謝の気持ちを込めて桜を愛でたいものです。 
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＜委員会報告＞ 

■ニコボックス■ 

・名東ＲＣの皆様合同花見例会宜しく御願い致します。                   青山 和成 

   本日もよろしく御願い致します。 

・名東ロータリークラブ様合同例会うれしく思います。                           伊藤 広治 

・名東ＲＣとの合同例会よろしくお願いします。                                日野 典子 

・名東合同花見例会楽しみにしていました。花(サクラ)満開でいい時ですネ。            大島 昭夫 

・名古屋名東ＲＣ様本日の合同花見例会よろしくお願い致します。                         山田 文明 

・名東合同花見例会楽しみにいました。今日は満開でいい日になりました。           田中 信子 

・桜、満開ですね。本日もよろしくお願いします。                    林  正俊 

・名東ＲＣの皆様本日は宜しくお願い致します。                     宮下智香子 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                                                   伊藤  真 

・名東合同花見例会楽しみにしておりました。今日は宜しくお願い致します。             神谷 恵理 

・名東ＲＣと愛知長久手ＲＣ合同例会ありがとうございます。                             小谷 恒夫 
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  名東・長久手合同例会   スプリングかな” 

＜幹事報告＞ 

① 4/5(火)合同花見例会終了後第 10回理事役員会を行います。理事役員の方はよろしくお願い 

  いたします。 

② 4/26(火)夜間例会の時間・場所が決まりましたので後日ＦＡＸにてご連絡させていただきます。 

第１０回理事役員会報告 

・ナサニエル君 7/20帰国予定 

・ナサニエル君お母様来日(4/23-5/7) 野球観戦・ サッカー観戦・水族館・フットサル等予定 

・4/26夜間例会 場所 木曽路 東名店  18：30より  登録料 12,000円 

・石黒良彦さん入会金の件 40,000円（理事会にて決定） 

 

＜卓 話＞                             社会奉仕委員    伊藤広治 

 

今年度の愛知長久手 RC の社会奉仕活動について報告します。 

昨年の 11 月にながくて市民祭りにてブースを出展しポリオ撲滅運動のパネル展示とロ

ータリーの活動、共感いただける方に募金をお願いし、子供たちにポリオ撲滅の風船を

配りました。 

本日、目録を市長にお渡ししましたが長久手の中心に位置するリニモ長久手古戦場駅の

駅舎壁にロータリーマークを文字盤にした太陽電池式壁掛け時計を今月取り付けいたします。この駅周辺

は先ほど市長が言われた通り、そのシンボルコア・長久手市の玄関として多くの方を迎え入れる場所とし

たいと古戦場テラス・イオンをはじめ今開発が行われている場所です。 

5 月には市民と共にごみゼロ運動に参加する予定です。 

 

                    親睦プログラム委員  伊藤 真 

 

愛知長久手ロータリークラブは 2015-2016 年において、ロータリー青少年交換プログ

ラムを実施しております。 

まず当クラブより名東区在住の設楽拓君（愛知高校）をミズーリー州のジェファーソン

シティへ派遣し、交換学生として、同市在住のナサニエル君を当クラブに迎えました。ナサニエル君は愛

知高校に在籍し、サッカー部に所属するなど、積極的に高校生活を送っております。また 2760 地区の交

換留学生たちと白馬にスキー合宿に行ったりと、横のつながりもしっかり取り、本人曰く、毎日充実した

留学生活を送っています。 



また、当クラブの月の第一例会にも出席し、各会員とも親しくふれあい、日本語だけでなく日本のロータ

リー活動についても学んでいるようです。 

交換プログラムへの参加は当クラブにとっても学ぶことが多く委員会としては、このプログラムを実施し

て意義が大きかったと思っております。4 月にはアメリカより、お母様が来日され、大阪への旅行を計画

しており、関係者共々大いに楽しみにしております。 

本人はまだしばらくの留学生活が続きますので、当クラブとして帰国完了するまでサポートする予定です。  

 

青少年奉仕委員会委員長   竹尾祥子 

 

 青少年奉仕委員会は、ローターアクト委員会・インターアクト委員会と連携をして青少

年への支援を行っています。 

当名東ロータリクラブの青少年奉仕委員会は、その活動の一つとして、名東区小中学校連

合音楽会への支援を行っています。 

これは、名東 RC の創立１０周年記念行事として１９８７年１０月２１日に第１回の連合音楽会の支援を

始めました。従来の連合音楽会は各学校の体育館などを使っていましたが、本格的な演奏設備を持つ愛知

厚生年金会館を会場として、さらに音楽専門家による生演奏を子供たちにプレゼントすることを第１の目

的とし、第２の目的は RC を子供たちと家族の方々に知って頂くことであると聞いております。 

２００８年の愛知厚生年金会館の閉鎖以後は、現在に至るまで、日本特殊陶業市民会館のビレッジホール

で連合音楽会を開催しています。 

連合音楽会は、例年 9 月頃に開催され、昨年（平 27 年）は 9 月 18 日（金）午前 9:00 から開催されました。

27 校の名東区の小中学校の生徒が市民会館の大舞台に負けない演奏を繰り広げてくれました。また、今回

は、子供たちへの生演奏のプレゼントは、音楽学校を卒業した新進気鋭の若手演奏家 7 人にピアノ、バイ

オリン、チェロなどの演奏を披露して頂きました。 

（昨年は、オカリナ演奏者、一昨年はソプラノ声楽家の方に生演奏を披露して頂きました。オカリナ演奏者

の方は、小中学生にオカリナを実際に演奏して もらうなどの触れ合いがあり、子供たちは良い経験をし

たのではないでしょうか。） 

    小中学校の生徒が、よりよい環境で演奏や合唱ができるように、名東 RC からは、この連合音楽会へ例年

30 万円程度の支援金をお渡ししています。 

毎年、この連合音楽会で子供たちが精いっぱい演奏するのをきかせてもらいながら、この中から未来の大

演奏家が生まれるのではないかと期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 19 日(火) 4 月 26 日(火) 5 月 3 日(火) 5 月 10 日(火) 

会員卓話 

 

夜間例会 

 

祝 日 

 

 

地区協議会報告 

 

 

(トヨタ博物館) (木曽路 東名店)  （トヨタ博物館） 
 


