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インスピレーションになろう

本日 第 721 回夜間例会 2018 年 8 月 21 日(火曜日)713 号
＜本日のプログラム＞ Today’s Program
◇
◇

点鐘
ロータリーソング 「君が代」
「奉仕の理想」

卓話：委員会報告(R 財団・公共向上イメージ委員会)
卓話者：各委員会委員長

前回 第 720 回例会 2018 年 7 月 31 日（火曜日)記録
＜出席報告＞
17 名
員 総 数
出 席 者

12 名

出 席 率

71.10 ％

前々回補正出席率

73.70

％
ハンバーグセット

＜会長挨拶＞

愛知長久手ロータリークラブ
会長
奥野 悦弥
皆さん、こんにちは。台風が去った後も毎日猛暑が続きますがいかがお過ごし
でしょうか。本日は、瀬戸北 RC 会長の加藤会長、伊藤幹事がお見えになってお
ります。後ほどご挨拶いただきますが、今日はごゆっくりしていってください。
さて、先週は、林さんの送別会、大橋さんの歓迎会、汪さんの歓迎会をおこない楽しいひと時を過ごすこと
ができました。また、ボーリング大会お疲れさまでした。
先週の水曜日で尾張旭、瀬戸北、瀬戸 RC の伊藤幹事と二人での表敬訪問が終わりました。この 4RC の
例会の違いが少しづつあり、大変勉強になりました。また、機会があれば他のクラブにもお邪魔できるとい
いと思いました。
さて、今日は、火星大接近です。こんな暑い日は、ちょっと現実の日々から離れて夜空を見上げてみては
どうでしょう？28 日には、
「ブラッドムーン」と呼ばれる皆既月食もあり夜の空は、天体ショーです。南西
方向から南東の空に月とともに並んでいている火星は、赤く輝いています。火星だけでなく土星黄色（6 月
28 日）、木星（5 月 10 日）薄茶とこの 3 惑星が連続的に最接近し同じ方角に見えるのは 1922 年大正 11 年
以来 96 年ぶり。太陽から見て地球の外を回る火星の公転軌道は、６８７日地球の３６５日の約 1.9 倍。内
側の地球の公転の速度の方が早く約 780 日で追いつき追い越す。公転周期の違いから２年２か月毎に接近
するが、2018 年 7 月 31 日今日 5,759 万キロまで接近。15 年前 2003 年にも大接近（5,576 キロ）5 万 7 千
年ぶりの大接近。火星は直径が地球の約半分、重さは、10 分の 1 ほど。表面は赤さびを多く含む岩石で覆
われ赤く見える。地形は、極めてダイナミックで一番高い山、オリンポス山は、高さが 26 キロもあり太陽
系では、最大の山といわれる。また、そのすそ野の広がりは、600 キロあり東京岡山間よりも長い距離であ
る。また、マリナー渓谷は、5 千キロ、幅 100 キロもあるといわれている。地球によく似た特徴もある。1
日の長さは、24 時間 40 分、地軸の傾きもほぼ同じで夏や冬がある。地球の 100 分の 1 の大気がある。気
温は平均マイナス 55 度だが夏には 20 度を超すこともある。少し日常の雑事から離れ空を見あげてロマン
に浸るのはどうでしょうか？

＜委員会報告＞
【祝 福】

7 7月月2020日日 大橋
大橋良宣
良宣

■ニコボックス委員会■
・本日は、愛知長久手 RC 様の例会にお招きいただき誠にありがとうございました。

瀬戸北 RC 会長 加藤雅人

本年度瀬戸北 RC は、創立 40 周年を迎えさせていただきます。愛知長久手 RC

幹事 伊藤敦司

には何かとお世話になりますが、どうぞよろしく御願い致します。
・瀬戸北 RC 加藤雅人会長、伊藤敦司幹事ようこそお越しいただきました。ごゆっくりしていって

奥野悦弥

下さい。大橋さんお誕生日おめでとうございます。卓話も宜しくお願いします。
・瀬戸北 RC 加藤会長、伊藤幹事ようこそ。大橋さんお誕生日おめでとうございます。卓話よろしく 伊藤広治
お願いします。
・瀬戸北 RC 会長幹事さま、日頃は大変ご指導等お世話になっております!!大橋さん誕生日お目でとう 丹羽司一
ございます。
・瀬戸北 RC 会長加藤雅人様、幹事伊藤敦司様ようこそおいで下さいました。

日野典子

・瀬戸北 RC 加藤様・伊藤様表敬訪問有りがとうございます。一年間頑張って下さい。

大島昭夫

大橋さん誕生日お目出とうございます。卓話楽しみにしております。
・瀬戸北 RC 会長加藤雅人様、幹事伊藤敦司様ようこそ。大橋さんお誕生日おめでとうございます。

山田文明

又、卓話宜しくお願い致します。7/19 富士山にてご来光を拝んできました。
・瀬戸北 RC 加藤様伊藤様ようこそおいで下さいました。大橋さんお誕生日おめでとうございます。

中川清子

卓話を楽しみにしております。
・本日もよろしくお願い致します。

田中信子

・本日も宜しくお願い致します。

伊藤 真

・大橋さんお誕生日おめでとうございます。今日も暑いですネ。

大月涼子

・暑い日が続いております。台風 12 号も当地方には大きな被害もなく安心です。本日もよろしく

近藤鋭雄

お願いいたします。
・先日は歓送迎会ありがとうございました。また本日の卓話もよろしくお願いします。
・本日もよろしくお願いいたします。
“

吉野山

義経蹴破るカンカン堂
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東北への旅

大橋良宣
小谷恒夫

”

＜幹事報告＞

① 次回例会 8/7 は同週祝日振替休会、8/14 は休会になります。次回例会は 8/21(火)例会になります。
8/21 例会は、地区大会の PR に蒲郡 RC の方がお見えになります。出欠は 8/16 までに伝助に入力お願いいた
します。尚、地区大会の冊子は 8/21 例会にお配りいたします。
② 2018-19 年度会費納入につきましては、7 月末までとなっております。まだお振込をされていない方は早急に
お願いいたします。
③ 地区大会のご案内をメール・FAX で送らせていただきました。返信期日までにご返信をお願いいたします。
④ 事務局夏季休暇は、8 月 9 日から 8 月 15 日までとなっております。よろしくお願いいたします。

＜卓話＞

「瀬戸信用金庫の取り組みについて」

卓話者：大橋 良宣

8 月 28 日(火)
クラブフォーラム

(トヨタ博物館)

9 月 4 日(火)
ガバナー補佐訪問

(トヨタ博物館)

9 月 11 日(火)

9 月 18 日(火)

ガバナー公式訪問

同週祝日振替休会

(瀬戸商工会議所)

