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基本教育と識学向上月間／ロータリーの友月間 

 9 月 20 日（金）  9 月 27 日（金） 10 月 4 日（金） 10月 12 日（土）～13 日（日） 

ガバナー公式訪問 休会 第 4 回理事会 11：15～ 10 月 11 日（金）例会変更 

 （３RC 合同例会） （定款８－１） 卓話    清水 勲君 WFF 久屋大通公園

例

会

予

定 米山奨学生 グェン・クィン・フォン様 両日 13：30 ブース前にて写真撮影
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本日のプログラム 
司会       会場委員会 

・点 鐘      会長      北  健司君 

・ROTARY SONG  「我等の生業」 

・今月の歌    「小さい秋みつけた」 

・ビジター紹介   会長     北  健司君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福   

・卓話              新美 治男君 

                 水上 耕一君 

・幹事報告          幹事      青山 博徳君 

・点 鐘       会長        北  健司君 

・今月の歌 

「小さい秋見つけた」 

だれかさんが  だれかさんが 

だれかさんが  見つけた 

小さい秋    小さい秋 

小さい秋    見つけた 

目かくし鬼さん 手のなる方へ 

すましたお耳に かすかにしみた 

呼んでる口笛  もずの声 

小さい秋    小さい秋 

小さい秋    見つけた 

今月の祝福

会員誕生日

１１日   大原 泰昭君

１７日  小川 茂徳君 

２０日  友松 英樹君 

結婚記念日

１５日  西尾 隆吏君 

２１日  名畑  豊君 

３０日  加藤久仁明君 

２０１９年９月１３日（金）２４１８回（９月第２例会） 

夫人誕生日

４日  加藤  茂君・純子さん  

１８日  梅田 英夫君・里子さん 

２８日  中川  健君・加代子さん 

アテンダンス表彰

１８ヶ年  近藤 太門君 

１０ヶ年  和田 了司君 

６ヶ年  杤本 正樹君 

４ヶ年  小川 茂徳君 

先週の記録  

会長挨拶    会長      北  健司君 

「9月のバラ・コロラマ」 

皆さんこんにちは。今日も例会への出席、ありがと

うございます。春日井 RC の 9 月会報のバラは「コ

ロラマ」と言います。1967 年フランスのメイアン

によって作出されました。輝くようなビロードの赤

に、鮮やかな黄色が見事に調和した複色花の代表品

種で、作出から 50 年経った今も世界中で栽培され

ています。 

そもそもバラと人間とはどのようにかかわってき 

たのでしょうか。本日は「バラと人類の関わり」に

ついて少しお話をさせていただきます。 

バラと人間との関わりは古く、紀元前に遡ります。

紀元前 1500 年にはすでにバラの花が人間の暮らし

に取り入れられていた証拠があります。ギリシャの

クレタ島に残る世界最古のフレスコ画にはバラの

絵が描かれています。ギリシャ・ローマ時代には祭

事や宴会にバラの花や香油が欠かせないものであ

ったようです。エジプトのクレオパトラはローマ帝

国のアントニウスを宮殿に迎えるにあたり、宮殿中

をバラの花びらで敷き詰めたと言われています。ま

た暴君として有名なローマ皇帝ネロもバラを溺愛 

した一人であることは有名な話です。 

バラはヨーロッパの花と思われがちですが、実は中



東から東洋がバラの主な原産地で、この地域で多く

の原種が発見されています。日本も原産地の一部で

あり、いくつかの原種が存在しています。私たちの

身近なところに多く自生しているノイバラ（学名：

Rosa Mulutiflora）もそうですし、北海道のハマナ

ス（学名：Rosa rugosa）もバラの原種の一つです。

古代、シルクロードを通ってヨーロッパに運ばれた

バラは品種改良が進み、今の園芸品種の基礎がヨー

ロッパで作られたことからヨーロッパの花というイ

メージがあります。 

古代より人類を虜にしてきたバラの魅力に「香り」

があります。バラの香りは芳香の極みで、バラの花

から抽出したロールオイルは現代でも香水の最も重

要な香料として高値で取引されています。世界の主

なローズオイル（花精油）の生産地としてはブルガ

リアのカザンラク、トルコ南西部のウスパルタ、フ

ランス南部コートダジュールのグラースが世界の三

大生産地とされています。同じバラのローズオイル

でも生産地によって栽培されるバラの品種が異なり、

ブルガリアやトルコのダマスクローズやフランスの

ローズ・ド・メなど品種によって香りが異なります。

現在バラの香りはおおよそ 7種類に分類されていま

すが、バラの品種によって香りが異なることも大変

興味深いです。

バラは人類の歴史の中で深く人間と関わり、人の心

をとらえ、人の力を借りて進化してきましたが、こ

の続きはまたの機会とさせていただきます。ご静聴

ありがとうございました。 

幹事報告       幹事   青山 博徳君 

◎第 3回理事会報告 

第 1号議案：開始貸借対照表並びに８月度収支承の

件       

第 2号議案：10月 25日名古屋城例会開催の件          

第 3 号議案：11 月 15 日ドローン活用体験公開例会

開催の件    

第４号議案：春日井姉妹都市市民フェス 2019 名義

後援の件    

第５号議案：11 月 27 日春日井 RC 小牧 RC 合同例会

開催の件   

第６号議案：春日井市青少年健全育成功労者の顕

彰・推薦の件   

第７号議案：貴田永克君 出席免除申請・承認の件        

第８号議案：第 14回ちびっこ冒険レンジャー大集合

後援の件    

第 9号議案：第 50回バトミントン大会協賛及び広告

募集の件    

 以上 9 議案可決承認されました。詳細は後日 HP

にアップされます。 

◎9月 20 日 9月第三例会は ガナバー訪問です。

ドレスコードは春日井 RC のクールビス規定でも結

構です。 

◎例会変更のお知らせ

愛知長久手 9月 24 日（火）  

Ｒ   Ｃ 青少年交換留学生歓迎会の為  華野 

◎例会休会のお知らせ

名古屋北ＲＣ     ９月２０日（金）休会 

瀬戸北ＲＣ      ９月２４日（火）休会 

 名古屋城北ＲＣ    ９月２４日（火）休会 

江南ＲＣ       ９月２６日（木）休会 

出席報告 委員長 藤川 誠二君 

会員 53 名 欠席 16 名 出席率 69.8% 

先々週の修正出席  欠席 3 名  出席率 94.3% 

ニコボックス委員会 委員長 梅村 守君 

○卓話の機会を頂戴いたし光栄の至りに存じます 

江崎 柳節君（小牧ＲＣ） 

○江崎先生久しぶりです。今日はスピーチ御苦労 

様です            足立 治夫君 

○江崎パストガバナーようこそ    加藤久仁明君 

○江崎パストガバナーをお迎えして 

 Wife の誕生日祝を頂きました   

加藤  茂君 

○明日より御嶽山滝行に出掛けます 

 青山 博徳君 

○幼稚園、保育園の運動会も練習が始まりました 

                小川  長君 

○メーキャップで小牧ロータリーに行かせて頂きま

した。暖かく迎え入れて頂きました。 

    林田 健児君 

○江崎さんお元気で何よりです    松尾 隆徳君 

○小牧ＲＣ江崎先生の卓話の中で勉強したいです  

宅間 秀順君 

○江崎先生ようこそ             古屋 義夫君 

○フォンさんおめでとう          岡本 博貴君 

○江崎先生の卓話楽しみにしています。

伊藤 正之君  梅田 英夫君  梅村  守君

大西 信之君  大原 泰昭君  加藤 宗生君

川瀬 治通君  北  健司君  貴田 永克君

近藤 太門君  清水  勲君  社本 太郎君

友松 英樹君  中川  健君  長曽 篤志君

西尾 隆吏君  西村 輝幸君  場々大刀雄君

速水 敬志君  藤川 誠二君  三上  努君

屋嘉比良夫君  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

卓話         小牧ＲＣ  江崎 柳節君 

「ロータリーの柔軟性への対応と変わらないわれわ

れの尊厳」 

先般春日井 RC 今年度会長北健司会長、青山博徳幹事



のご訪問をうけその際､北会長から最近のロータリ

ーの変化と対処のご意見を賜りました。本日は小牧

RC もこの問題をシェアすべく最近の規定審議会の

問題点とその考え方について考えをお示ししたいと

存じます。 

１） ロータリーの組織規定について 

規定審議会では RI定款、RI細則、標準ロータリー定

款を3年に一回検討、改正する場であります。われ

われがクラブの発想で変えられるのはクラブ細則の

みであり、RIの組成メンバーがロータリークラブで

ある以上はクラブ細則はクラブを守る唯一の規定で

あり拠り所であります。 

２） 規定審議会は世界中の各ゾーンから 1名の代表

議員が出席し前述の定款細則の変更の討議を致しま

す。2019 年は 4 月 14 日 17 日まで Chicago Hyatt 

Regency Hotel にて行われました｡立法案提出は 117

件で２７６０地区からも1件、会員資格を改正する

件を提出しました。RI定款、RI細則の冒頭の改正で

すから注目されました。 

3)規定審議会 2016 年（COL16）では例会の形式、例会

の時間と頻度、会員の種類に変化がもたらされまし

た。ただしこの柔軟性とクラブ理念が反する場合は､

各自クラブ細則で表明し､その規定または要件は本

定款の規定または要件に優先する」の定款第 7条に

準拠して下さい。この考えは「会員資格の柔軟化」

にも「原則」準拠出来るものと考えられます。 

４）今回の COL19 の特徴は「RIの変革（柔軟性）」が

目立ち前回の COL16 における「クラブ運営に柔軟性

導入と対照的でありました。私の結論は「理事会の

官僚化」と「ＲＩは職業奉仕団体ではなく､拡大した

ボランティア組織になろうとしている」ことです。

職業から得た高潔性と専門性、多様性、指導性をも

って自己を越えて奉仕を覚悟しているロータリアン

の「尊厳」の大切さに気付いていない RIがおもいや

られます。 

５）附言として､ロータリーを立て直すには自己の尊

厳を含む中核的価値観をクラブで学び､すばらしい

成果を示している現ロータリーの機構と現状を学び､

ポピュリズムに負けないリーダーシップを養う「個」

の研修をクラブで行うことが喫緊の急務であろうと

考えられます。 

本日の料理の紹介 

美味しい料理をありがとうございます 



奨学金贈呈 グェン クイン フォンさん 

会長挨拶 北 健司君 

卓話 小牧ＲＣ 江崎 柳節君 

幹事報告 青山 博徳君 


