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第 370 回 例会 

2021 年 7 月 14 日 13:00～ 

■司 会 深見和久 例会・出席・親睦委員長 

■斉 唱 我等の生業 

■出席報告 出席者数 18 名 / 27 名 

 出 席 率 6６.66 % 

■ゲ ス ト  

■ビジター  

ニコボックス 

〇 菊地富士子 会長 

本日は委員会報告です。宜しくお願い致しま

す。 

〇 山田智博 幹事 

先日、北 RC へ行ってまいりました。初めて他の

クラブ参加で色々アイリスと違うことを知りまし

た。反対にアイリスの良さも知ることができまし

た。 

〇 青木恭子 直前会長 

片桐さんからお電話があって最後の日にお会

いしたかったけれど行けなかったので皆様に宜

しくとの事でした。これからも会いたいと思いま

す。 

〇 安井忠 ロータリー財団委員長 

オリンピックが無観客で開催されることになり良

かった良かったです。しかし昨年の今頃はオリ

ンピックを開催するかしないかで議論していま

せんでしたかね。いったい誰が開催する事を決

めたのでしょうか。東京都でしょうか。政府でしょ

うか。 

〇 ボルジドさん 

新しい年度の始まり、皆さんと一緒に暑さに負

けないよう頑張ります。 

〇 深見和久 例会運営委員長 

菊池会長、山田幹事、ワクチン接種も進み素晴

らしい新年度を迎えられ、誠におめでとうござい

ます！！例会運営委員会も素敵なメンバーが

揃い、菊地会長方針にあるように、共に奉仕し

てまいります！どうか宜しくお願い致します。 

〇 生田瀬津子さん 

おひさしぶりでございます。改めて、出席できる

時は参りますのでみなさまよろしくお願い申し上

げます。 

会 長 挨 拶 

米企業ヴァージン・ギャラクティッ

ク社 が 11 日現地時間夜明け前、

同社が開発した新型飛行機型の宇

宙船 「スペースシップ 2 」の 4 度目

の有人飛行試験 に挑み、飛行は

成功しました。 

その宇宙船には同社を設立した

英実業家リチャード・ブランソン氏が初めて搭乗しまし

た。17 年間かけて開発してきた宇宙船は、輸送用の母

船につるされた状態で米ニューメキシコ州 の宇宙港 

「スペースポートアメリカ」 を飛び立ち、約 1 時間後に

母船から高度約 1 万 5 千メートルで切り離され、ロケット

エンジンに噴射して勢いよく上昇。高度はわずか数分

で 80 キロを越え、真っ黒な宇宙と丸い地球が見えまし

た。ブランソン氏らを乗せた宇宙船は乗員が数分間に

わたって無重力状態を体験しつつ、1 時間程度飛行し

た後、地球に無事帰還しました。米アマゾン・ドット・コム

最高経営責任者だったベゾス氏も２０日に自社の宇宙

船に搭乗する計画を発表しています。米国を中心に進

む宇宙旅行ビジネスが今後さらに本格化しそうです。 

宇宙空間は一般的には、大気がほとんどなくなる高

度１００㎞以上とされますが、米軍や米連邦航空局（ＦＡ

Ａ）は８０ｋｍ以上と定めており、今回は基準をクリアした

飛行です。 

ヴァージン・ギャラクティック社はさらに２回の有人試

験飛行を経て、２０２２年からスペースシップ２を使った

宇宙旅行事業を始める予定で、これまでに世界中から

約６００人が搭乗を予約しています。ブランソン氏は飛

行について、「人生最高の経験」、「子供の頃からこの

瞬間を夢見てきたが、正直、宇宙からみる地球の光景

を想像することはできなかった」、「すべてが、ただただ

魔法のようだった」と語っています。 

また「私はノートを持参して、次に宇宙に行く人の体

験をより良いものにするため、気付いたことを 30～40 個

書き留めました」、「こういう小さなことを発見するには、

実際に宇宙船に乗って宇宙に行き、自らが経験するほ

かない」とブランソン氏は帰還後述べました。 

宇宙から戻ってきた人が、年を取っていないのは、速

く移動すると時間の進み方が遅くなるから。SF 映画など

で、宇宙船で旅して帰ってきたら地球のみんなは年を

取っていた、なんていうまるで浦島太郎のような話があ
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ります。この不思議な現象は、アインシュタインの相対

性理論である「速く移動するほど、止まっているものより

時間の進み方が遅くなる」ことによるものです。 

もし光の速度の 99.5%の速さで移動できたら、止まっ

ている場合より 10 倍も時間が遅く進む計算です。あな

たがそのスピードの超高速宇宙船に乗って出発し、宇

宙船の時計の 5 年後に戻ってくるとします。でもその時

計は地球より 10 倍遅く進むので、地球では 50 年が経

っていて、地球の友達と５０歳以上異なっているのです。 

時間の遅れは現実に起きています。カーナビなどで

正確な位置がわかるのは GPS 衛星のおかげですが、

GPS 衛星は時速約 1 万 4000km という高速で移動する

ので、地球の時計より毎日 100 万分の 7 秒遅くなり、そ

のための補正が行われています。 

イベルメクチンの開発でノーベル賞を受賞された大

村智博士。私の大学時代の恩師です。先日講演の中

でこのように語られました。「積み重ね積み重ねてもま

た積み重ね」研究者にとっては目的に向かい積み重ね

ることが大切であり、むしろ当たり前の考えですが、そ

れを愚直に続けるということです。 

積み重ねは自然に力がつきますし、心も磨かれ、鍛

えられ、素晴らしい結果が得られ、素晴らしい人生にな

ります。 

昨今、世の中は様変わりしております。「逆境の時こ

そ力を尽くす」今やらなければいけないのです。こういう

大変な時期だからこそ、将来に向けて動き出しましょう。 

荒山久美 前年度幹事からの報告 

前幹事として前年度事項の報告は以下の通りです。 

 

①名大小児科の高橋義行教授から教育支援端末 Kubi

と iPad 受領のお礼のメールと写真が

届きましたので会員の皆様に報告致

します。添付写真の通りです。 

②須賀会員から「シェ・コーベ」の５０

００円のお食事券が届きましたので

各会員に配布致します。この券の有

効期限は２０２２年６月３０日です。ご

家族、ご友人とともにこのお食事券

＋αで優雅なランチなどを楽しんできてください。 

委員会方針 発表 

【藤谷猛 クラブ戦略・公共イメージ

向上委員長】 

今年度は、コロナ等の影響もあり

会員数の減少からのスタートとなりま

した。当クラブは事務局の設置が無

い事を特徴としております。細々とし

た事を会員さん全員で協力してこな

しております。故に会員数の減少

は、運用に支障が出てまいります。厳しい状況の昨今

ですが、何とか会員増強を実現しなくてはなりません。 

また次年度は１０周年を迎えます。多くのクラブの会

長、幹事の皆さんをお迎えする場でもあります。クラブ

の品格・格式を高めロータリアンとしてあるべき姿をお

示しできるよう皆さんと共に頑張りたいと思います。本年

度の委員会方針は以下の通りでございます。 

［公共イメージ向上委員会］ 

① ウ ィークリーレポートの構成を再考し製作時間

の短縮を図る。 

② ロ ータリーの公共イメージに沿ったクラブのイメ

ージづくりに努める。 

③ クラブの活動や体験談をメディア機関に紹介す

る。 

④ ＳＮＳを活用し、ロータリーとクラブに対する認識

を地域社会で高める。 

⑤ クラブで活用できるロータリーの広報リソースを

把握する。 

⑥ クラブの活動やプロジェクトに対する会員、メディ

ア、地域社会の認識を高める共に会員増強委

員会をサポートする。 

 

［クラブ戦略委員会］ 

① 10 周年である 3 年先、5 年先を見据えた成長

戦略を議論し策定する。 

② ロータリーの理解を深め、クラブ全会員の質の

向上を目指し教育を進める。 

③ ロータリーの奉仕を全員で理解し、人道的奉仕

の充実を図る。 

④ 意味のある親睦を通じて、役員・理事、若い会

員等のベクトルを合わせる。 

⑤ 会員全員が、高潔性と多様性、奉仕の心を持

ち、リーダーシップをとれるよう教育のシステムを

構築する。 

⑥ ロータリーのブランド・マーケティング戦略に基

づいて SNS の利用促進、公共イメージ向上、

会員基盤の強化を目指す。 

 

【島村恵三 青少年奉仕プロジェクト委員長】 

島村恵三青少年奉仕プロジェク

ト委員長より青少年奉仕プロジェク

トとローターアクトの現状説明と今

年度の委員会方針説明がありまし

た。委員会方針は以下の通りで

す。 
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［青少年奉仕プロジェクト委員会］ 

① ８RC 合同ローターアクト委員会に出席する。 

② 名城ローターアクトクラブ例会へ訪問する。 

③ 地区から開催案内のある青少年奉仕委員会議

に出席する。 

④ ローターアクトの活動への理解を深める。 

その他（例会出席の届けについて） 

深見和久 例会運営委員長より、

例会出席の届けについて方法が変

わる為、その説明がありました。 

今年度より、 例会出欠の入力を

メール返信ではなく、スマホや PC

で「ポチポチッ」と簡単に入力して

頂くように変更したいと存じます。本

当に簡単ですので、やってみて下さい。 

 

１．以下のリンクをクリック 

 https://densuke.biz/list?cd=wRTX6NZ6p9Q9RDv9 

 

２．自分の名前をクリック 

 

３．例会予定の〇✖を、それぞれクリック 

 

Governor’s Message 

 
 

国際ロータリー第 2760 地区 

2021-22 年度ガバナー 

安城ロータリークラブ所属 沓名俊裕 

 

大きな目標もたった一歩から始まる 
〜新年度の始まりは新時代の始まり〜 

 

かつて類のないバンデミックのため、社会活動が制限

され、今だ不由な生活が強いられています。マスクの義

務、会食自粛、イベント中止。東京オリンピックの 催の

是非は世界の注目の的となっています。ワクチン接種

が始まったとはいえ、元の生活とはほど遠い現状です。 

今年度もコロナウイルス感染状況次第で社会情勢は

左右され、その度に様々な活動が制限されます。だか

らこそ今ロータリーは変わるべきです。 

変わりゆく時代に対応する力を持つ必 があります。今

まで りの活動ができないことを嘆くのではなく、できるこ

とをやりましょう。 

地区方 は、「チェンジロータリー新時代への成長に  

～コロナゼロ・カーボンゼロ支援～人類の危機を救うロ

ータリーになろう 」としました。 

目の前の危機である新型コロナウイルス感染拡大、そ

して将来を脅かす地球温暖化に対する支援に 点をお

いた活動をしていきます。この未曾有の社会情勢の

中、2760 地区の支援は小さな一歩かもしれませんが、

人類を救う大きな変化になると信じております。とてつも

ない大きな目標を達成するのはたった一歩からはじま

るものです。できると思っているもう一つ先へ、より以上

に何かできるはずです。ぜひ えて一歩 み出してくだ

さい。 

それがクラブの発展になり、ロータリーの発展につな

がるはずです。会員の皆様と一緒に大きな目標に向か

うことを楽しみにしています  

 

地区からのお知らせ 

 

2021-22 地区大会のご案内 

 

２０２１-２２年度 国際ロータリー第２７６０地区 地区

大会が、名古屋錦ロータリークラブがホストクラブとなり

２０２１年１１月６日（土）～７日（日）に開催されます。 

第１日目の会場は、名鉄グランドホテル、第２日目は

名古屋国際会議場と、異なる会場で開催際されますの

でご注意下さい。なお記念講演は講師に森永卓郎氏

をお迎えいたします。 

詳細は下記のパンフレットをご覧ください。また当クラ

ブ例会場でもパンフレットを配布しておりますのでスケ

ジュール、内容などのご確認をお願い致します。 

 

 
 


