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例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘      会長    川瀬 治通君 

・国歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

  ゴルフライフアドバイザー  洞口 誠男様 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶     会長    川瀬 治通君 

・卓話 ゴルフライフアドバイザー 洞口 誠男様 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

先週の記録  

会長挨拶            会長 川瀬 治通君 

東尾張分区各ロータリークラブの皆様、こんに

ちは。本日のインターシティーミーティングに、

来賓の皆様、特別主席者の皆様、そして分区内各

クラブから多数のご参加をいただき大変ありがと

うございます。 

ホストクラブを務めます春日井ロータリークラブ

の会長としてお礼を申し上げます。 

本日の基調講演には、長年宇宙科学に携わってこ

られた宇宙航空研究開発機構 JAXA シニアフェロ

ーの川口淳一郎氏をお招きしました。昨日、「はや

ぶさ 2」がリュウグウへのタッチダウンに成功し

ました。グッドタイミングで超ホットなスピーカ

ーをお迎えいたしました。本日は『決してあきら

めない人になろう』をテーマに、小惑星探査機「初

代はやぶさ」のプロジェクトマネージャーの視点

から見た開発にまつわるお話や、これからの宇宙

開発についてまでお話しいただき、多くのことを

学ばせていただくことができると期待しておりま

す。余談ですが、「はやぶさ」ファンの小生の車の

ナンバーは8823（はやぶさ）です。 

２０１９年３月１日（金）２３９６回（３月第１例会） 

懇親会では美味しいお食事にくわえ、アトラクシ

ョンとして若手イリュージョニストで春日井広報

大使のDAIKIさんのマジックをお楽しみください。 

さて、今日はロータリーにとってどんな日かご存

知でしょうか。そうです。「ロータリー創立記念

日」です。このような記念日にIMが開催できるこ

とはとても嬉しいことです。IMの目的である、会

員相互の親睦と知識を広めることができるように、

春日井ロータリークラブはホストクラブとして精

一杯お手伝いをさせていただきます。本日の企画

にご満足いただけることを願いまして、私のご挨

拶とさせていただきます。 

幹事所感    幹事  古屋 義夫君 

2 月 23 日 RI2760 地区 2018-19 年度 東尾張分

区 IM(インターシティミーティング)に参加させ

ていただき国立研究開発法人宇宙航空研究開発機

構の川口淳一郎先生のお話をお伺いさせていただ

く機会をいただきました。 

川口淳一郎先生のお話の中で世界でも誰も成し遂

げた事がないことをやるためのモチベーションの

維持や自分自身の基本的な思考方法のベースのお

話が私にとって素晴らしいし非常に興味深く感じ

ました。しかし残念ながら凡人の私には到底同じ

ような真似は不可能だとは思いますが、共感でき

る部分はとても多く素晴らしい方だと感じました。

私達のような普通の人間は先人のやった事を手本

にただなぞる事は得意ですし特別な能力もほとん

ど必要がないのですが反面、物事を何もないゼロ

の状態から考えて実行していくような能力には残

念ながら非常に乏しいものではないでしょうか？

しかし川口淳一郎先生は常日頃から物事をクリエ

イティブに思考をする事の積み重ねと努力により

この偉業を成し遂げられたのではないかと私は思

っています。 



今回の講演テーマ”決してあきらめない人になろ

う”は私の決めたテーマではありません… 

と川口淳一郎先生が最初に仰っていたのかとその

後のお話から類推いたしました。 

全く天才の思考回路は素晴らしいし面白いなと驚

きました。 

きっと川口淳一郎先生はこう言われかったのでは

ないかと思います。”あきらめないだけでは世界初

のような全く新しい事は創造できないよ…頭を柔

軟に既成概念にとらわれず日々の生活や業務をし

ましょう…” 

と私達ロータリアンに語りかけて頂いたのではな

いかと思っています。 

◎例会変更のおしらせ

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 52 名 欠席 0 名  出席率 100.0% 

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率 94.2% 

ニコボックス報告    委員長   藤川 誠二君 

○IMに参加して 

青山 博徳君  足立 治夫君  伊藤 一裕君  

伊藤 正之君  稲垣 勝彦君  梅田 英夫君  

梅村   守君  大橋 省吾君  大原 泰昭君  

大畑 一久君   岡田 義邦君  岡本 博貴君  

小川 茂徳君  小川  長君   小柳出和文君  

加藤久仁明君   加藤  茂君  加藤 宗生君 

川瀬 治通君  北  健司君  貴田 永克君  

近藤 太門君    芝田 貴之君  清水  勲君  

社本 太郎君    下田 育雄君    高木  修君  

宅間 秀順君  峠 テル子君    杤本 正樹君  

友松 英樹君  中川  健君 長曽 篤志君  

中島  泉君  名畑  豊君    成瀬 浩康君  

新美 治男君    内藤 修久君    西尾 隆吏君    

野田  勇君  野浪 正毅君   三上  努君  

早川 八郎君  速水 敬志君  場々大刀雄君   

藤川 誠二君  古屋 義夫君  日比 雄将君    

松尾 隆徳君   屋嘉比良夫君  山田   治君    

和田 了司君 

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会 

基調講演          川口 淳一郎氏 

「やれる理由こそが着想を生む。」

はやぶさ式思考法

はやぶさは、前人未踏、他のどの国も誰も考えて

いなかった独創を実現させることができました。

自信さえもてれば、私たちには、海外に模範や手

本が存在する必要はなかったのです。自分たちを

信ずればよい。やれる理由を見つけて挑戦しない

限り成果は得られないのです。

日本人は、しっかりと、きちんとしなくては、と

いう意識が強すぎて、どうしても新しいことへ挑

戦することに躊躇してしまいがちです。やらなく

てよいのではないか。そうではありません。前例

があることだけを追っていては、けっして新しい

成果を得ることはできません。どうしたら、でき

るのか、やれるのか。それに積極的に答えを見つ

けていくことが前進につながるのです。「やれる

理由をみつけて挑戦しないかぎり成果は得られな

い。」この意識をもつことが、日本の将来を握って

います。

ガバナー補佐挨拶      加藤 久仁明君 

IM 挨拶

 各クラブの皆様、本日の IM に全員登録して頂

き有難うございました。そして多くのメンバーに

お越し頂きましたロータリーの友情に感謝申し上

げます。今日、2 月 23 日は何の日かご存知でしょ

うか？１９０５年にロータリークラブが生まれた

特別な日であり、114 回目の誕生の日です。この

記念すべき日に、東尾張分区の IM を開催し、皆

様の共に誕生日を祝う事が出来るのは、至極の慶

びでもあります。これからの時間皆様と共に楽し

みましょう。RI のテーマは、「BE THE
INSPIRATION」2760 地区は、「~~する人になろ

う」と解釈し、「一人一人が自分の一年間の目標を

決めそれに向かって行動して下さい」とお願致し

ましたが。皆様は、決められた目標にどこまで近

づけられたでしょうか？残り 4 ヶ月で自分の目標

により近づき、目標を貫徹して下さい。

 本 日 の IM の テ ー マ は 、「 BE THE
INSPIRATION 決してあきらめない人になろ

う」です。このテーマに最もふさわしい講師をお

呼びいたしました。

『初代はやぶさ』の生みの親、JAXA の川口淳一

郎氏です。「宇宙それは最後のフロンティア（開拓

地）」これは、USS エンタープライズ（スタート

レック）宇宙大作戦の冒頭の一説です。我々世代

は 1968 年から放映されたこのアメリカの宇宙冒

険ドラマを見て宇宙に興味を持った人もいるでし

ょう？このドラマは、今も続き 50 年の間に解明

されてきた宇宙の謎の部分も新しく取り入れ、今

もスタートレックディスカバリーとしてネットフ

リックスで放送しています。又、1970 年大阪万国

博覧会のアメリカ館でアポロ宇宙船が持ち帰った

「月の石」を見て宇宙に興味を持った方も多いの

愛 知 長 久 手 3 月 5 日（火）

Ｒ  Ｃ 職場例会の為 介助犬総合訓練センター  

瀬 戸 3 月 13 日（水）18：00～

Ｒ   Ｃ 合同例会の為 瀬戸蔵



では無いでしょうか？

私は、子供心に「本当にこんな未来が来るのか

な？」と思いながら夢を抱いて見ていました。そ

の夢を実現にされたのが、本日の講師、川口淳一

郎氏です。昨日、はやぶさ 2 が小惑星リュウグウ

に降り立ちました。今日の東尾張分区の IM を祝

うが如くの出来事です。

本日の講演で、「決してあきらめなければ夢は実

現できる」「宇宙開発とものづくり愛知」「最新の

宇宙の謎の解明」のお話をお聞きし、今後の皆様

のロータリー活動に生かせていただく事が出来れ

ば幸いです。

 村井ガバナー方針の「分区内交流を活発に」は

当地区では達成でき、今後も交互訪問を行い、よ

り密接な交流が行われると聞いています。東尾張

分区は来年、12 年間で 3 人目のガバナーを輩出致

します。江南 RC の伊藤靖祐ガバナーです。彼を

支え東尾張分区をまとめ、指導してくれるガバナ

ー補佐は、尾張旭 RC の山田直樹君です。今年、

培った東尾張分区の団結の力を次年度にエールと

して送りましょう。IM を楽しんで下さい。

春日井ＲＣ旗争奪春日井スポーツ少年団 

サッカー大会 

ロータリー写真展（於 清水屋春日井店） 

伊藤太市長来訪 



インターシティミーティング（ＩＭ） 

ガバナー補佐挨拶 加藤 久仁明君 

会長挨拶 川瀬 治通君 

幹事挨拶 古屋 義夫君 

基調講演 川口 淳一郎様 

ガバナーエレクト 伊藤 靖祐君 

第 2部懇親会アトラクション ＤＡＩＫＩ 


