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第２００５回例会 

     ２０１９年３月４日（月）第２６回       

●点  鐘 会長 山北 秀和君 

●斉 唱 「君が代」「四つのテスト」 

●例会行事 会員卓話 伊東 由之君 

      「2020年東京オリンピックについて」 

 ●司  会 安江 寛二ＳＡＡ副委員長 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 山北 秀和君 

 
会員の皆さんもフランス・パリへ旅行したか方も多いと

思います。「花の都」として世界中の人々から賞賛され

ているパリですが、実はほんの150年くらい前までは

決して美しい街ではなく、鼻が曲がるほど臭い街であっ

た、という事実をご存知でしょうか。本日は、パリにつ

いて少しお話させていただきます。 

太陽王ルイ14世の死後、摂政を務めたオルレアン公の

母親は、1718 年8 月25日の手紙に次のように書きの

こしています。「通りはとても臭くて我慢できないほど

です。ひどく暑いため、大量の肉や魚が腐り、しかもそ

の上、通りで立ち小便をする人が大勢いるので、とても

いまわしい臭いとなり、どうにも我慢できたものではあ

りません。」当時のパリは道の真中が必ず窪んで溝にな

っており、人々は日々この溝に排泄物や、汚水や生ごみ

などを捨てていました。また、街路をトイレ代わりに使

用するのはごく当たり前の行為であり、悪臭の大きな原

因となっていました。さらに、フランス革命が始まった

1789 年にパリを訪れたロシア人のカラムジン（小説

家・歴史家・評論家）は旅行記にこう記しています。「一

歩ごとに雰囲気はがらりと変わり、新しい贅沢品か最も

ひどい汚物に出くわす。このようなパリは最も素晴らし

く最も嫌な都市であるとも、また最もかぐわしく最も悪

臭のひどい都市とも、呼ばれなければならない。」 

そんな巨大なスラム街のようなパリを刷新しようと立ち

上がった英雄がいました。その人は、 ナポレオン・ボ

ナパルトの甥のルイ・ナポレオン、すなわち皇帝ナポレ

オン3世でした。 

日本にペリーが来航した年である1853年、彼はオスマ

ン男爵をパリ県知事に任命し、パリの街そのものを刷新

するというフランス最大の都市整備事業に着手させまし

た。 

オスマン男爵は1853年から1870年まで17年にわ

たって大規模な都市改造を実行しました。 

非衛生的なパリに光と風を入れることを主目的として、

幅の広い大通りが設置されるとともに道路網の整備が行

われました。さらに街区の内側に中庭を設けて緑化を行

い開放的で衛生的な街を整備していきました。計画を実

現するためにスクラップアンドビルドという形で容赦な

く建物を強制的に取り壊し、新しい計画のとおりに建物

や公園を建設していきました。それに伴い、当時から騒

乱の原因となっていたスラムが排除され、パリに治安の

秩序と衛生的な環境がもたらされました。しかしながら

この大改革について、当時の評価は賛否を巻き起こした

そうです。 
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スイスの建築史家ジークフリード・ギーディオンはその

著書『空間・時間・建築』のなかで、改造後のパリの街

を「まるで衣装棚のように、画一的な大通りの裏側にあ

まりにもひどい乱雑さが隠されている」と批判していま

す。 

さらにこの大改革の後、アレクサンドル・ギュスターヴ・

エッフェルが設計し建設されたエッフェル塔も、建設前

には多くの芸術家たちが連名で建設反対の陳情書を提出

しています。 

有名な反対派の文学者ギ・ド・モーパッサンは、エッフ

ェル塔1階のレストランによく通ったそうですが、その

理由として「ここがパリの中で、いまいましいエッフェ

ル塔を見なくてすむ唯一の場所だから」と発言していま

す。しかし、今ではその全てが美しいもの、として評価

されているパリ。今見えているものを、その時の価値観

だけで判断することの難しさも、パリの美しい街並や建

築物は現在に伝えているのかもしれません。 

名古屋も名古屋城の木造復元、名駅モニュメント「飛翔」

撤去とか賛否あるようですが現在の価値観では、判断で

きないのかもしれません。皆さんはどう思いますか？ 

以上会長挨拶とさせていただきます。 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （照井 通夫副委員長） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 83.33％ 

出 出席義務者 25 欠 

席 

者 

出席義務者 8 

席 出席免除者 15 出席免除者 3 

者 出席者計 40 欠席者計 11 

前々回例会2 月18日） 

会員数 51 出席率 100％ 

出 出席義務者 33 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 47 欠席者計 4 

●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員） 

伊東国際奉仕委員長、卓話楽しみにしています。 

中林ＰＰメジャードナーありがとうございます。 

                 山北 秀和 君 

伊東君、卓話楽しみにしています。 

                 安川 正勝 君 

誕生日を祝って頂いて。７９歳益々元気で出席します。 

                 鈴木 恵一 君 

伊東由之君の卓話頑張って下さい。期待しています。 

                 伊勢村道雄 君 

 

結婚記念を頂いて。 

                 武田 英昭 君 

伊東由之君卓話楽しみにしています。 

                 石川 良治 君 

誕生日を祝って頂いて。 

                 竹尾 悟  君 

４５周年よろしくお願いします。 

                 栗田 和典 君 

伊東君卓話よろしくお願いします。 

                 原田 好展 君 

本日理事役員会御苦労様でした。伊東君卓話楽しみにし 

ています。 

                 稲熊 正徳 君 

結婚記念を祝って頂いて。結婚して４０年です。 

                 國田武二郎 君 

伊東ちゃん卓話がんばってね。 

                 北園 守生 君 

お誕生日、ホワイトディーをお祝い頂き有難うございま 

す。 

                 阿萬 裕子 君 

伊東さんのオリンピック卓話楽しみにしています。 

                 早川 正倫 君 

つたない卓話よろしくお願い致します。 

                 伊東 由之 君 

結婚祝いありがとうございます。 

                 石原 慎一 君 

伊東さん、卓話楽しみにしています。 

                 伊藤 康司 君 

                

今日も元気で！   

市川 孝 君 稲吉 將秀 君 井上 政秋 君

内海 辰巳 君 梅本 昌裕 君 太田 哲郎 君

金井 和治 君 川口 直也 君 串田 正克 君

三治 明 君 高山 光雄 君 田中 秀典 君

田邊 雅彦 君 照井 通夫 君 中島 俊朗 君

中林 正人 君 波多野 真 君 堀塲 竜司 君

安江 寛二 君 山内 佳紀 君  

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３７名  ５９，０００円  

本年度の協力累計        １，２５５，０００円  
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中林正人君に地区委員の委任状がまいりました。 

 

 
 

 
伊東 由之君 

「2020年東京オリンピックについて」 

 

 

 
 

第９回理事役員会議事録 

 

日時 平成３１年３月４日（月）11：30～12：15 

場所 キャッスルプラザ 3 階 福の間（欠席：近藤 

公共イメージ向上委員長） 

安川幹事の進行により、理事役員会が開会された。 

会長挨拶：今回はｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の選任があります。  

3 月31 日までに報告しなければなりませんのでご 

協力をお願い致します。 

[議  題] 

[報告事項] 

① 3・4月例会行事について：武田副会長より（資料1） 

の通り報告した。 

 [協議・討議事項] 

① 松本空港ＲＣとの合同例会と親睦ゴルフについて： 

原田親睦委員長より（資料No.2）の通り報告した。 

合同例会は4 月22日(月)18 時より ｷｬｯｽﾙﾌﾟﾗｻﾞ 

ﾎﾃﾙ孔雀の間にて開催 

翌日は親睦ゴルフを行う。8:49 スタート7組を予約 

済み。詳細はゴルフ部長に一任している。 

宿泊の予約についてはｷｬｯｽﾙﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙを加藤氏に依頼 

している。 

松本空港ＲＣの参加人数は4 月1日が回答期日のた 

め現状未確定。 

② 2020-21年度ガバナー補佐候補の推薦について： 

山北会長より（資料No.4）の通り報告した。 

東尾張分区は12RCの持ち回りで行っているが当ｸﾗﾌﾞ 

でのｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を決める資料がなく決め方が明確で 

はない。 

ｸﾗﾌﾞ会長を全期間務めたことがあることが条件の１ 

つとしてあるためＰＰ会で候補者を決めていた。 

ただ、規約上ＰＰ会に権限がないため今後の選出方 

法は次のとおりとする。【今年の流れ】 

１． ＰＰ会でｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐候補を選出する。 

【2019年3 月20 日：ＰＰ会開催】 

２． ＰＰ会で選出された候補者を理事役員会で審議 

する。【2019 年3 月25日12 時： 

臨時理事役員会開催】 

３． 全員協議会で協議し決定する。 

【2019年3 月25 日： 

例会会長挨拶後に開催】 

③ ４５周年式典海外姉妹クラブ参加者数について： 

栗田45 周年委員長より（資料No.3）の通り報告 

した。 

各クラブへの招待は行っていないが、開催予定日を 

確認されたため日時を事務局から返信した。 

  それにより人数の上限を確認されている。通常の 

招待は会長幹事であるが海外姉妹クラブとの関係に 

よる。 

  同じ年にﾏｶﾃｨｳｴｽﾄＲＣの50 周年があるため盛り 

上げるために多くの参加を予定している可能性がある。 

  予算については総務費100万円を削減して式典、 

接待費を増やし参加者の受け入れは可能とみている。 

  35周年の時と同じ予算、参加人数希望で計画を進め 

その中で参加可能人数を回答する。 

  5 年ごとの式典にはｶﾞﾊﾞﾅｰは参加しないため40周 

年とは異なる。 

   

 [確認・要望・依頼事項] 

① 会長エレクト研修セミナー（3/9）名古屋東急ホテル 

にて：稲熊会長エレクトより報告した。 

 [その他] 

①  4 月15日例会での45周年行事の全体協議会につい 

て：稲熊会長エレクトより報告した。 

 

 [次回開催日時・場所の決定] 

日時 : 平成31年4 月15 日(月) 11:30～ 

場所 : キャッスルプラザ3Ｆ「福の間」にて 

              議事録 阿萬 裕子  

 


