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矢野雄嗣

第８６５回 例会Ｎｏ．４ 平成 ２５年 ７月２５日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「手に手つないで」
■ 出席報告
会員４２名中１９名出席
■ 出席率
５２.８０％
出席計算人数３６名
■ 修正出席率 ７月４日 ９４.８７％
■ スピーカー
丸勢 進 様

会長挨拶
みなさんこんにちは。
本日は立石博明さんの紹介
で、名古屋大学、名城大学
名誉教授の丸勢 進様をお
まねきして、後程お話を伺う
ことになっております。楽し
みにしております。
よろしくお願いします
先日、宮崎駿監督の映画『風立ちぬ』を見てきました。
東京、名古屋、ドイツを舞台に、航空技術者の堀越二郎
氏をモデルとした主人公の飛行機にかけた情熱を描い
た、フィクションもまじえた作品です。
まだみなさんはご覧になっていらっしゃらない方が多い
と思いますので、内容については、最後のシーンのみお
話をいたします。
木造の名古屋駅で背景にエンディングロールが始まり、
そして 主題歌のユーミンこと荒井由美の「ひこうき雲」
が その中で流れました。通常は観客のほとんどは最後
まで座っている人は少ないのですが、エンディングロー
ルが終わって、明かりがつくまで一人も立ち上がらなか
ったのは初めての経験でした。
映画のモデルとなった主人公の堀越二郎氏は、１９０３
年生まれで、東京帝国大航空学科を卒業し、三菱内燃機
製造（現三菱重工業）に入社。旧海軍の主力艦上戦闘機
「零戦」などの設計を手掛けた。退社後は、東大宇宙研
究所講師や防衛大教授を務め、若い技術者とともに、国
産旅客機 YS-11 の計画にも取り組み、８２年に７８歳で
亡くなりました。
零戦（零式艦上戦闘機）は三菱重工業が１９４０年に開発
し同社と中島飛行機の２社が生産を担当しました。搭載
エンジンは栄二一型（空冷星形複列14 気筒＋１段２速過
給機、１１００ｐｓ）、超々ジュラルミンにより徹底した軽量

化と空力特性の追及、常にエンジンを許容回転いっぱい
で運転できるようプロペラのピッチを自動的に変える定
回転プロペラや流線落下タンクの装備などにより、伝説
的と言うべき戦闘力と長い航続距離を実現しています。
世界で唯一、新造時のオリジナル・エンジンを搭載して
飛行可能な状態で現存する零戦６１-１２０号機が、所沢
航空発祥記念館で開催中の 「日本の航空技術１００年
展」に特別展示されています。
１９４３年５月に旧中島飛行機の小泉製作所が製造、第２
６１航空隊に配属されたもので、翌１９４４年６月サイパン
島の基地を占領したアメリカ軍によって捕獲された１３機
の内１機です。戦後は長い間放置されていましたが、
1957 年カリフォルニアのブレーンズ・オブ・フエーム航空
博物館に引き取られ、1977 年には設計者の堀越二郎氏
の協力も得ながら飛行可能な状態まで復元、翌年には
日本に里帰りを含む復元後の初飛行もはたしています。
映画はきれいで夢のある映像でありましたが、その奥に
何か、直接表現はしていない時代背景や場所が、自分
の体験、身近な人からの話であったりが思い出されまし
た。映画の舞台になったところの近くで開戦直前に生ま
れたこと。小さな時ではっきりとした記憶がありませんが、
両親から離れて江南の叔母のところ
に疎開したこと。
父がゼロ戦の脚の油圧部品を作って
いたこと。もう少し詳しく聞いておけば
よかったのですが、戦時中父の軍需
工場の疎開、学生時代に使ったＴ定規、三角定規、計算
尺など、自分に身近なことが思い出されて、感動とそして、
なにか違った複雑な思いでした。
ぜひ、この映画を一度ご覧になっていただくといいと思
います。

ニコＢＯＸ
●本日は卓話に丸勢 進様をお迎えしています。丸勢
様、ようこそお越し下さいました。会員一同心より歓迎申
し上げます。
西川会長、加藤幹事、立石、若原、川原、岩田、堀江、
矢野、和田、大岩、田島、後藤、河原、長谷川、高山、亀
井（敬称略）
岩田さん 暑いので熱中症に気をつけて下さい。
本日合計 ３３，０００円

卓 話
「ベルリンの生活から５０年」
名古屋大学・名城大学 名誉教授

１０月 職業奉仕月間・米山月間
１１月 ロータリー財団月間

丸勢 進

１２月 家族月間
１月 ロータリー理解推進月間
２月 世界理解月間
３月 識字率向上月間
４月 雑誌月間
５月 みんなに豊かな人生かどうか考える月間（地区）
６月 ロータリー親睦活動月間
そして、地区大会１１月２３（土）日、２４（日）日、
Ｉ．Ｍ

２月２０（木）、地区協議会【地区研修・協議会に名称

変更】４月１３(日)日、これは季節を感じるということにはなりま
せんが、ロータリーの１年です。

ベルリンの壁が建設される頃、現地で仕事をされて暮ら
しておられ、その頃の政治状況や外から見た日本の印
象など、大変貴重なお話を伺いました。
プロフィール
名古屋大学では、工学部長、顕微鏡学会長を勤め平成
元年に定年。
名城大学では、学長、法人役員を平成 16 年まで勤務。
のち、文部科学省、名古屋市の技術開発施設に本年春
まで勤める。

7 月 18 日 ニコＢＯＸ
●本日は「友愛夜間例会」です。楽しく過ごして、ロータリ
ーの輪を広げましょう。
西川会長、若原、和田、吉田、磯部（敬称略）
岩田さん 大変暑い日が続きます。皆さん、無理をせず
体調に気をつけてお過ごし下さい。
●R ミーティング欠席
小菅さん
本日合計 １６，０００円
石巻 おひさま幼稚園からのお礼の手紙披露

第８６４回 例会Ｎｏ．３ 平成 ２５年 ７月１８日（木） 晴
親睦活動「友愛夜間例会」
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」
■ 出席報告
会員４２名中１６名出席
■ 出席率
４３.２４％
出席計算人数３７名
■ 修正出席率 ７月４日 ９４.８７％
■ ビジター
半田南 RC 手島嘉宏さん以下 59 名
(同日サイン受付）
会長挨拶
こんばんは。今日は今年度初めての友愛夜間例会です。アル
コールも入りますので、リラックスした雰囲気で進めましょう。
さて、和暦で二十四節気についてお話をいたします。
一年に二十四個の季節があると考えたのが二十四節気です。
一つの季節は 15 日間で、それぞれの季節には名前がついて
おり立春、夏至、大寒など現代のカレンダーによく登場すること
のあってある程度おなじみのものです。たとえて言いますと、
今の季節では
６月２１日 夏至 最も昼が長く夜が短い
７月 ７日 小暑 暑さのはじまり
７月２３日 大暑

最も暑いころ

８月 ７日 立秋
８月２３日 処暑

秋のはじまり
暑さが止む

という自然の微妙な変化を感じられるこよみです。
さて、ロータリーでは次のような特別月間があります。
新年度７月から始まって、
７月 ロータリーを実践するための準備月間
８月 会員増強及び拡大月間
９月 青少年のための月間

東日本大震災被災地の復興支援として、西川会長より
ストーブを寄付致しましたおひさま幼稚園より大変心
温まるお礼状をいただき、吉田光一さんよりご披露さ
れました。西川会長は引き続き今年度も、現地との連
絡を密にして実際に必要とされているものを寄付した
いとの事です。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎８月１日（木） 第８６６回例会
「クラブフォーラム＝会員増強＝」
◎８月８日（木） 第８６７回例会 例会変更
「夏休み家族会＝ビアホールとハワイアン＝」
名古屋クレストンホテル 10 階 18：30～
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆

