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第１９３３回例会 

     ２０１７年４月２４日（月）第３４回                               
●点  鐘 会長 武田 英昭君 

●斉 唱 「それでこそロータリー」「花」 

●例会行事 地区協議会報告 

●ビジター 古田 嘉且ガバナー補佐 

 ●司  会 真城 壮司ＳＡＡ委員 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 武田 英昭君 

 

会員の皆様、今日もお元気で例会にご出席をして頂きあ

りがとうございます。 

本日は、東尾張分区の古田 G 補佐がビジターとして訪問

して頂いております。どうかごゆっくりと例会を楽しんで

頂ければ幸いです。 

先週末（4/22 土）、地区内 84 クラブの次年度会長・幹

事を含むクラブリーダーを対象に「地区研修・協議会」が

開催されました。いよいよ次年度へ向けてのロータリー活

動が始まっております。毎年、秋に開催される「地区大会

がロータリーのお祭り」であるのに対し、「地区協議会」は、

全く性格を異にした研修・勉強会で、この協議会の成否が

地区の次年度１年間の活動に重大な影響を与えるとも言わ

れております。後程、報告があると思いますが次年度のご

活躍をお祈り申し上げます。 

さて、話は変わりますが、天気の良い日に外を歩くと少

し汗ばむ程の陽気な天気が続いています。街中で女性のフ

ァッションをみますとコートを脱ぎ、色鮮やかなパンツ、

ブラウス姿などカラフルな色が目立ち「活動的な色を感じ

る季節」となってきております。日本人は、元々色にとて

も敏感で平安時代、自然の配色を取り入れた「襲の色目」

や、日本の景色に映える建物の色使いは見事な色彩感覚と

言われております。私たちの日常の生活の中でも DM、ポ

スター、看板等、全ての物に色が使われています。 

人が物を見た時に認識する順番は、1.「色」2.「形」3.

「文字」といわれております。色は、色相・明度・色彩の

三属性で構成されておりますが、色の 3 原色は、「赤」「黄」

「青」で、それを混ぜることで「橙」「緑」「紫」等の色相

（色合い）が生まれます。 

■「赤」情熱！エネルギッシュなカラー。熱や温かさを

感じ、脳を興奮させる作用もあります。又、赤系統の色は、

時間を遅く感じさせる作用があり、赤い部屋の中にいると

実際は30分しか経ってなくても1時間経ったように感じ

るそうです。 

■「青」冷静、知的、誠実さを感じ、信頼感を与えられ

る色で企業等のコーポレートサイトでよく使われている色。

「赤」とは逆に、時間を早く感じさせる作用があるので青

系の部屋にいると実際は1時間経っているのに30分しか

経っていないように感じます。又、脳をクールダウンさせ

る色の為、集中力を上げたい時には効果的とされておりま

す。只、青い車は、衝突事故が多いと言われておりますが、

これは、青い色が後退色で実際よりも遠くにあるように感

じ、車間距離を誤ってしまうのが、事故の原因とされてお

ります。 

■「黄」は、活発なイメージがあるカラー。明るく楽し

い印象を与えコミュニケーションを円滑にする色。気持ち

を開放的する作用があり発想力を高めたい時に見ると刺激

になるかと思います。又、有彩色の中で最も明るい色が黄

色で集中力を高める効果もあり、覚えたい事柄は、黄色い

ペンでアンダーラインを引くと効果があるようです。 

また、この 3 原色を組み合わせた特徴的な物は、 

■■「黄・赤」は、ディスカウントカラーで安売りのチ

ラシ等でよく見る色の組み合わせです。どちらも刺激の強
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い色なので購買意欲等を促進させる組み合わせでマクドナ

ルド、すき家等のロゴに使われているカラーです。 

■■「黄・黒」の組み合わせは、黄色は最も明るい色、

黒は最も暗い色でこの 2 色の組み合わせは、踏切や工事現

場等に使われている最もコンストラクトの強い組み合わせ

の一つです。 

又、色を広範囲に使う場合、色はより鮮やかに見えるの

でベースカラーとして使う時は、少し鮮やかさを抑えて使

う方が良いかと思います。 

何れにせよ、「色は、暮らしを豊かにする」とも言われて

おります。色は、心理的作用がとても大きいので色の持つ

効果を少し理解して頂き最大限にご自分の生活の中で生か

して頂きたいと考えます。 

最後に、古田 G 補佐は、G 補佐就任の際に、「玉虫色と

いうのは、色々な色が重なり合い微妙な色を作り出す。ロ

ータリーに於いても、個性が集まってこそ玉虫色の特性を

光らせる事ができる。」とお話をされておりました。当クラ

ブに於いても、職業も考え方も違う見ず知らずの者同士が、

ここに集いロータリーという輪の中で同じ目的を持って行

動する。考えてみれば不思議なことです。目に見えない糸

に結ばれているようにも思えなくもありません。そんな観

点に立てば、「当クラブは、会員の個性である様々な色が重

なり合い、43 年の長きにわたり名古屋空港 RC という素

晴らしい玉虫色の光を輝き続けている。」ことになります。

後程、古田ガバナー補佐から、「当クラブの玉虫色が、どの

ような絶妙な色に映ったか・？」を伺う事ができれば幸い

と感じ本日の挨拶といたします。 
 

        委 員 会 報 告         

●出席報告 （早川 正倫副委員長） 

本日の例会 

会員数 5３ 出席率 86.96％ 

出 出席義務者 29 欠 

席 

者 

出席義務者 6 

席 出席免除者 11 出席免除者 7 

者 出席者計 40 欠席者計 13 

前々回例会（4 月 10 日） 

会員数 53 出席率 95.92％ 

出 出席義務者 33 欠

席

者 

出席義務者 2 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 47 欠席者計 6 

●ニコニコボックス報告（伊藤 康司委員） 

本日はお世話になります。宜しくお願い致します。 

      江南ＲＣ ガバナー補佐 古田 嘉且 君 

古田ガバナー補佐の来訪に感謝して！！ 

                  武田 英昭 君 

古田ガバナー補佐をお迎えして。 

                  田邊 雅彦 君 

早川君ありがとう。 

                  柴田 弘  君 

詠んでみました。第二弾 

１．風薫る加茂のながれやゆるゆるり 

２．そこはかと鶯鳴くや京の里 

                  太田 哲郎 君 

古田ガバナー補佐をお迎えして。 

                  高山 光雄 君 

 

古田ガバナー補佐をお迎えして。 

                  串田 正克 君 

栗田さん、山北さん、太田さんに感謝です！ 

めずらしく優勝させて頂きました！ 

                  早川 正倫 君 

              

今日も元気で！                  

               

阿萬 裕子 君 石原 慎一 君 市川 孝 君

伊藤 康司 君 伊東 由之 君 稲熊 正徳 君

稲吉 將秀 君 井上 政秋 君 入谷 宏典 君

内海 辰巳 君 梅本 昌裕 君 金井 和治 君

北園 守生 君 國田武二郎 君 近藤 和彦 君

三治 明 君 柴田 和宏 君 竹尾 悟 君

田中 秀典 君 照井 通夫 君 中島 俊朗 君

中林 正人 君 波多野勝美 君 波多野 真 君

原田 好展 君 松本 雅人 君 真城 壮司 君

村瀬冨三夫 君 安江 寛二 君 山内 佳紀 君

山北 秀和 君 堀塲 竜司 君    

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ４０名   ５０，０００円  

本年度の協力累計         １，５２１，０００円 

 

 

 

 

 
 

 
 

古田 嘉且ガバナー補佐 
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稲吉 將秀会長エレクト 

 

２０１７-２０１８年度 地区研修・協議会の報告 

               会長エレクト 稲吉將秀 

 

２０１７年４月２２日（土）１３：００～１７：００ウェ

スティングナゴヤキャッスルに於いて標記の会が開催され

当クラブから２１名の会員が参加いたしました。 

本会議は１３：００に神野ガバナーエレクトの点鐘で始ま

りホストクラブである一宮北ロータリークラブ会長船越孝

様から本日１７０５名のロータリアンの登録があり盛大に

開催できた事に対するお礼の言葉と挨拶がありました。以

後式次第に従って会は進行し、服部ガバナーの挨拶では今

「クラブの戦略計画」作りを実行する事が望まれています。

今まで地区では①クラブの活性化の為の分析。②人道的奉

仕活動の分析。③社会奉仕活動が地域で認識されているか

の分析を行い各クラブに発信してきましたが、今後は各ク

ラブで「クラブ戦略委員会」を設立しクラブ独自の分析か

ら初めて下さいと要請されました。続いて講演では第二ゾ

ーン公共イメージコーディネーターの高野孫左ヱ門、第２

６２０地区パストガバナーから「公共イメージ向上」と題

してロータリー活動の活性化の為にまだまだ地域での認知

度は低いのでロータリーの認知度を高めよう。と数字を挙

げて説明をして頂きました。 

１４：５０から各委員会ごとに第１分科会から第９分科会

にわかれて分科会が開催され再び１６：３５から本会議場

で地区研修・協議会のまとめがあり次期ホストクラブの名

古屋昭和ＲＣの紹介と挨拶と続き１７：００神野ガバナー

エレクトの点鐘で散会となりました。 

尚、各分科会での内容は各担当委員からご報告させて頂き

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４月 20 日、第９回ゴルフ部コンペを藤岡ＣＣで開催し 

ました。 

寒かった時期を過ぎ、桜咲く最高の季節にコンペを開催 

出来た事に感謝！ 

当日は晴天で心地良い１日でした♪ 

桜の花も６割ほど残り、青葉が芽吹いて本格的な春の到 

来を感じました。 

爽やかな１日、皆さんゴルフを満喫されてました🌸  

初参加の伊藤さん、ご参加ありがとうございました。 

来期は是非ともゴルフ部会員になって多くの参加をされ 

ると色んな方々とより良い親睦が計れますよ！ 

 

【優勝】早川 正倫 

【準優勝】波多野 真 

【会長賞】柴田 和宏  
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次回コンペは、５月２５日に東名古屋ＣＣ西コースにて 

開催します！ 

皆さんの参加お待ちしています！！ 

 

感謝...今年度１年間、会長賞としてゴルフ部会に協力し 

ていただいております武田会長からまたご支援をいただ

きました！本当にありがとうございます！有効に使わせて

いただきます☆ 

 

 

<次期ゴルフ部会 部長の件> 

 

現ゴルフ部長として未熟ながらゴルフ部長を務めさせて 

頂いておりますが、 

６月末で２年のゴルフ部長をバトンタッチしたいと思い 

ます。 

ゴルフ部長をやらせていただいて例会では、あまり交流 

がなかった方々とも本当に仲良くして頂き心から感謝し 

ております！ 

次期ゴルフ部会 部長ですが、挙手（立候補）していただ 

ければ幸いです！ 

５月の第１例会に立候補していただける方は、お知らせ 

ください♪ 

もし立候補者がいなければ...５月末に何らかの方法で次 

期 部長・副部長を選ばせて頂きますので宜しくお願いし 

ます！ 

〔除外者として...70 歳以上の方・会長・幹事〕 

70 歳以上でも立候補していただければ、宜しくお願い 

致します。 

          ゴルフ部長  太田 威彦 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


