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第８９８ 回 例会Ｎｏ．３７ 平成 ２６年４月１０日（木） 晴

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「我等の生業」

■ 出席報告 会員４６名中２７名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ スピーカー

■ ゲスト

６１.３６％   出席計算人数４４名

３月２８日  ９５.１２％

吉笑亭笑吉さん
（中部名古屋みらい RC 会長）

中部名古屋みらいRC 河合太輔さん

会長挨拶              

皆さんこんにちは。

中部名古屋みらいロータ

リークラブ 会長 高橋一

吉さん、幹事 河合太輔さ

ん、ようこそいらっしゃい

ました。心から歓迎申し

上げます。今日は高橋会

長に落語をお願いしまし

た。後程よろしくお願いします。

4 月 6 日に名古屋中央ローターアクトの、千種生涯学習

センターで行われた例会に出席してきました。「写真を撮

ろう」テーマで写真の露出の基本、カメラの構造など会員

の本保君から説明があり、その後お花見、懇親会という

イベントでした。

次回の4月16日の例会には藤田直前会長と矢野副幹事

が出席されるということで皆さんローターアクトに関心を

持っていただけるようになってきました。よろしくお願いし

ます。

さて、先日気になる記事を新聞で見ましたのでトヨタのセ

ールスマンに聞いてみたところすぐ回答をくれました。こ

れは最近主流になってきた直噴エンジンが PM2.5 を多く

排出しているということです。

この PM2.5（微小粒子状物質）は PM10 と比べて小さなも

のが多いため、健康への悪影響が大きいと考えられて

います。その PM2.5 を最近の車では多く排出していると

いうのです。花粉症にも影響があるかもしれませんね。

ガソリンエンジンの燃焼方式には、エンジン気筒内に

燃料を直接噴射する直噴方式と、燃料を吸気管に噴射し

て空気との混合気を気筒内に入れる、ポート噴射方式が

あります。直噴方式は、ポート噴射方式よりも燃費を向

上させやすいものの、ススが多く発生するためあまり採

用されてはいませんでした。しかし、さらなる改良による

コスト削減や燃費の向上もあって、最近になって欧車を

中心に広く搭載されるようになり、日本車でも急速に普

及を始めています。2012 年に日本の自動車メーカーか

ら発売された車両の新型エンジンの約 40％は直噴方式

になっているといいます。

その一方で、直噴ガソリンエンジンの課題であるスス

の発生しやすさを原因とする、粒子状物質の排出量が国

産車で10倍以上に達する欧州車で、さらにその5倍とい

うことで問題視されるようになっています。日本では自動

車から排出される粒子状物質の個数についての規制は

まだないものの、直噴ガソリンエンジンの導入で先行し

た欧州では、2014 年から規制の運用が始まる予定で

す。

これまでは、自動車から排出される粒子状物質はディ

ーゼルエンジン車からのものがほとんどでした。しかし、

クリーンディーゼルの登場によって、粒子状物質の排出

量は年々少なくなっています。これに対して、従来は粒

子状物質の排出が問題とされなかったガソリンエンジン

車が、ポート噴射方式から直噴方式への移行によって、

ディーゼルエンジン車と同等レベルで粒子状物質を排出

するようになる可能性もあります。早急に改良が望まれ

るところですね。

ニコＢＯＸ
●本日の卓話は中部名古屋みらい RC 会長の高橋一吉

様に落語をお願い致しました。高橋様、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。宜しくお

願い致します。

西川会長、 、 、亀井、水野、大附、若原、矢十文字 藤田

野、和田、横田、安江、長谷川、大塚、渡邉（敬称略）

吉田さん 当クラブ20周年記念祝賀例会では皆様のご協

力をよろしくお願いします。

田島さん 先月の興正寺の夜間例会、楽しかったです、

若原親睦活動委員長、ありがとうございました。

松本さん 久しぶりに街へ出ます。御心配かけました。

●春の健康感謝ニコニコ Day 西川会長、磯部、渡邉、吉

田、十文字、眞砂、安藤、横田、立石（敬称略）

本日合計 ５８，０００円



卓 話（落語）

「火焔太鼓」

吉笑亭笑吉

（中部名古屋みらい RC 会長 高橋一吉）

第１０回理事会議事録

平成２６年４月６日（木）12：00～  例会場

出席者 川原、西川、永井、藤田、磯部、岩田、大岩、

亀井、高山、若原、長谷川、加藤、矢野

議題

１．20 周年実行委員会 副委員長の件 承認

       藤田守彦さん、堀江俊通さん

２．その他  

ロンＤ. バートン ＲＩ会長メッセージ

（ROTARY JAPAN WEB より転載）

「ロータリーの雑誌で経験を分かち合う」

親愛なるロータリアンの皆さん、ロータリーの雑誌を読むこと

は、ロータリークラブの例会に出席するのと同様に、ロータリア

ンであるための経験を分かち合う大切な要素です。オーストラ

リアの『Rotary Down Under』であれ、日本の『ロータリーの友』

であれ、ロータリーの出版物を手に取れば、それらの一冊一冊

が提供するもの、何を意図しているかがわかるでしょう。それ

は情報を提供し、やる気を起こさせるということです。最新のロ

ータリーニュースを掲載し、ロータリーの奉仕に役立つ新しいア

イデアをもたらし、そして私たちにとって適切で重要な記事を届

けてくれます。私にとって世界中で発行されるロータリーの出

版物は、個々のクラブがローカルなもので、地域社会に根差し

た存在で、真に地球規模でのネットワークを実践しているという、

ロータリーの最大の強みを実際に表現してくれるものです。

地域性と国際性を併せ持ったロータリーの雑誌

この組織は、驚くほど大きく、多様性に富んでいます。そして、

私たちすべてがロータリーについての共通点を持っているのと

同様に、一つですべてを賄うこともできないのです。文化や言

語において、私たちの雑誌に対する期待は、当然、違ってくる

でしょう。私たちの地域的な出版物によって、ブルガリアのロー

タリアンは、エバンストン（ＲＩ世界本部のある町）からの最新ニ

ュースに加えて、ブルガリアで起こっていることや、ロータリー

世界のどこかで起こっていることを知ることができます。ロータ

リーの出版物は、それぞれがロータリー雑誌の家族に属してい

るので、ロータリークラブのように、地域性と国際性を併せ持っ

ているのです。

ロータリーの雑誌で誇りを感じてください

国際ロータリーの会長であることの最大の特典の一つは、

120 万人のロータリアン一人ひとりに毎月、直接話しかけられる

ことです。リビングに腰掛けて、あるいは朝食のテーブルで、あ

るいは通勤中の電車の中で、この文章を読み、ページをめくっ

てロータリーの新しいことを見いだしている皆さんすべてのこと

を考えながら、この原稿を書く時、畏敬の念が湧いてきます。皆

さん一人ひとりは、まさにこのようにしてロータリーの雑誌をお

読みになっていることでしょう。メールボックスにロータリーの

雑誌が入っていたからとか、義務だと感じるからではなく、ロー

タリーの雑誌は、良い雑誌だから読むのです。皆さんが雑誌を

手にする時、私と同じような誇りと大志を得てほしいと思いま

す。

ロータリーの雑誌は、ロータリアンとして、私たちすべてが自

分たち自身より大きなものの一員であることを思い出させてく

れます。ロータリーの雑誌は、私たちがロータリーを通してどれ

だけ多くのことを達成できるのかを、教えてくれます。ロータリ

ーの地域雑誌を通して、ロータリー財団に寄付したお金が何に

使われたか、仲間のロータリアンは何をしているのかを知るこ

とができます。そして私たちは「ロータリーを実践し みんなに

豊かな人生を」へと駆り立てられるのです。

ハイライトよねやま（168号より抜粋）

「学友から広がる支援の輪＝第 2790 地区＝」

米山学友、サジーワニ・ディサーナーヤカさん（2011-13

／松戸西ＲＣ）は、母国スリランカの貧しい子どもたちへ

の教育支援活動を、夫メルビン氏とともに行っています。

自身も里子として進学し留学を果たしたサジーワニさん

は、より多くの子どもへ教育の機会を与えたいと願い、

2007 年、元公立小学校校長の鈴木康夫氏の資金協力

のもとに「コスモス奨学金」を設立。

現在では約 130 人の里子を支援しています。サジーワ

ニさんが米山奨学生となり、地区内クラブへ卓話をする

なかで、支援の輪も少しずつ広がっていると言います。

そのうちの一人、同地区の元米山奨学委員長・四之宮由

己氏や中村俊人氏らロータリアン約15 人が今年2 月末、

ガンパハ地域の寺院で行われた奨学金授与式に参加し、

里子たちの家庭を訪問視察しました。中村氏は今回の授

与式参加について、「私の里子が空港まで迎えに来てく

れて感激した。当日は、大臣や市長も出席する盛大な式

典で、この奨学金について真剣な表情で聞き入る子ども

たちの姿に身が引き締まる思いがした。里子の家庭訪

問では、食事も満足に取れず電気もない中、夢をもって

勉強する子どもたちの意欲に感銘を受けた」と、報告し

てくださいました。サジーワニさんも「スリランカの教育現

場を実際に見ていただけたことが本当に嬉しい。米山奨

学期間は終わりましたが、ロータリアンとのつながりが、

今の私を支えています」と、感謝を表しました。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎４月１７日（木）第 ８９９ 回例会

   創立 20 周年実行委員会 報告

◎４月２４日（金）第 ９００ 回例会  例会変更

  「社会奉仕：古本回収友愛夜間例会」18：30～クレストンホテル

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


