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　先週の万博例会の日ですが、ガス館で「氷が
燃える」というデモンストレーションをやっていま
した。ビー玉大の氷の塊を観客に触らせて、氷で
あることを確認させ、それに火をつけると氷から
炎が燃え上がります。そして氷が段々小さくなり
ます。誰でも一瞬おやっと思います。種を明かせ
ば、氷の中にメタンを閉じこめてあるのです。その
メタンが燃えているだけのことです。このデモの目的は、海底深くにあ
るメタンが、将来の良質なエネルギー源となるという宣伝です。私か
らもこれに似た話をさせて頂きます。「金属は燃える」という話です。
　金属が燃えないと思うのは普通です。しかし、よく燃える金属もあり
ます。例えば、写真撮影に使うマグネシウム、これはれっきとした金属
です。軽くて強いので、最近は自動車や航空機の部品に使われていま
す。ただ、加工技術が難しいのが難題です。先日新聞に、マグネシウム
のアタッシュケースが売り出された、と言う記事が載っていました。軽
いとは思いますが、値段は高価だと思います。
これによく似た素材にチタン（チタニウム）があります。チタンはメガネ
の枠に使われるのでご存じかと思います。軽くてさびにくく、高温に強
い素材です。航空機、ロケット、ジェットエンジンなどの部品に使われ
ます。日本最初のロケット「おおすみ」のカプセルはチタンで造られてい
ました。私の工場で鍛造と軟化焼鈍をしました。打ち上げ成功の時は
興奮しました。チタンもよく燃えます。チタンを削る時に出る削り粉に
火がついて、爆発的に燃え上がり、受け皿の底の鉄板に大きな穴が
開いたことがあります。
　高級な金属にも粉状や、薄片になると極端に燃えやすくなる物が
あります。万事バラバラになると弱くなり、力を合わせると強くなると言
う例えになります。
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（岩田修司会場副委員長）
ストレッチング（堀慎治会場委員）
「日も風も星も」

出席報告 落合 諭出席委員長

会員75名　出席51名  （出席計算人数56名）

出席率71.43％
8月18日
8 月 4 日
7月28日

は補填により
は補填により
は補填により

85.71％
100％
98.25％

幹事報告
次週9月1日（木）13時35分から、9階「ことぶきの間」にて第3回
理事会を開催します。理事の皆様はご出席下さい。
・

　鈴木幹雄幹事

8月誕生日おめでとう
江口　金満君　　鈴木　幹雄君　　舘　　健吾君
湯地　輝雄君　　大島　浩嗣君　　佐藤　善乙君
岡本　忠史君　　山田　鎮浩君　　田口　　豊君
西　　初彦君

※は休会・その他理由につきビジター受付はありません。
◇はサイン受付時間が17：30～18：30となります。

（注）

臨時例会変更のお知らせ
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9/27（火）

9/20（火）※

9/20（火） 9/27（火）

9/27（火）

9/5（月）※ 9/19（月）※

9/5（月）※ 9/19（月）※

9/5（月）

9/6（火）◇

9/8(木）※

9/29(木）
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9/22(木）※

9/22(木）※
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名古屋東山

名古屋昭和
名古屋名駅

名古屋栄
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名古屋千種

名古屋名東
名古屋和合

あま

尾張中央
豊山ー城北

西春日井

名古屋葵

ウガンダよりの記念品
去る7月29日から8月7日まで、
ウガンダ共和国へ名古屋瑞穂
RC記念小学校開校式に、大島
直前会長と、野崎前25周年実
行委員長が出席されました。そ
の際に、一昨年当クラブより井
戸建設基金を寄付した村から
記念品を頂き、その記念品が守
谷会長に手渡されました。
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今週卓話 　9月1日（木）

卓話講師
テ ー マ

：
：
JR東海取締役　小玉俊一氏
「ロータリークラブ百年と新世代委員会活動」

会員卓話
テ ー マ

：
：
入江 理君
「地震について part‖」

次週卓話 　9月8日（木）
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8月22日で１つ年を取りました。
今月は誕生月です。
9月20日は私の60回目の誕生日です。
8月18日は家内の誕生日でした。
8月8日は妻の誕生日でした。お花をありがとうございました。

この度、社団法人全国ビルメンテナンス協会の副会長に就任致
しました。全国の会員の為にがんばりたいと思います。

アフリカ、ウガンダ旅行より無事帰国致しました。時差ボケは取れ
ましたが、昨日の4RCゴルフ会、幹事会を忘れてしまい、内田幹事
に大変ご迷惑をおかけしました。こちらは老人ボケの様です。

8月18日の万博会場で、遠山エレクト・鈴木幹事には大変お世話
になりました。
岩崎さん、いつもお世話になっています。今後ともよろしくお願い
します。
この休みに、女房と孫を連れて、香港へショッピング旅行に行って
きましたが、ブランド物に関しては全然安くありませんでした。で
も、そこそこは孫孝行と女房孝行をして参りました。

涼しくなりました。台風が心配ですね。
岡ちゃんがニコボックス委員だそうで、素通り出来ません。

外孫ですが、おじいちゃんになりました。孫も可愛いですが、順調
に母に成長した娘に感謝します。

山田　鎮浩君
岡本　忠史君
岩根　敬泰君
岩田　吉廣君

加納　　裕君

本多　清治君

野崎　洋二君

高村　博三君

堀　　慎治君

平野哲始郎君
岩本　成郎君

大川　嘉成君

岡村　達人君

ニコボックス 渡辺喜代彦ニコボックス委員長

第2回クラブフォーラム
出席委員会：落合 諭委員長

 今年度の方針は、皆さんが100％達成出来るように、日々努力して
いきたいと思っております。
職業分類委員会：高村博三委員長

　今年度は、会員増強を念頭に置き、1年のうちに1名以上の職業
分類を行いたいと思っております。会員増強、会員選考委員会と常
に連係し、委員会の責務を果たしたいと思います。
会員増強委員会：松波恒彦委員長

　今年度は2名以上の増強を希望しております。クラブ計画書にも
記載されておりますが、各委員会1名の推薦者をご紹介頂きたいと
思います。何卒皆様のご協力をよろしくお願い致します。

会員選考委員会：稲葉 徹委員長
　本年度は一人でも多くの有能なメンバーを迎えいれ、会員選考
に努めたいと思います。職業分類、R情報、会員増強、当方の4委員
会で、瑞穂RCにふさわしい人物を選考したいと思っております。

クラブ会報委員会：長坂邦雄委員長
　今回で第6号までのウィークリーを発行することが出来ました。
今のところ間違いもなく進めております。今後とも各委員会の方 に々
ご協力頂き、正確な誌面作りを進めていきたいと思います。

親睦活動委員会：伊藤 豪委員長
　今年度上期ですが、12月のクリスマス家族会、上期反省会につき
まして、案を練って親睦を深めて参りたいと思っております。皆様御
協力よろしくお願い致します。

会場委員会：西本 哲委員長
　例会で出される料理について、カレービュッフェ形式を、9月22日
の例会時に実施したいと思います。評判がよければ下期も実施した
いと思っております。ご意見等ございましたら、お申し出下さい。
ニコボックス委員会：渡辺喜代彦委員長

　先般からお願い申し上げておりますが、本人・奥様の誕生日や結
婚記念日などがありますが、会社の創立記念日や瑞穂RCへの入会
記念日など、出来るだけ多くの方にご協力お願いしたいと思います。
皆様からのご善意を、ご期待申し上げております。
職業奉仕委員会：田中隆義委員長

　今年度より「4つのテスト」を毎月第2例会に唱和することとなりま
した。ご協力お願い致します。職場例会ですが、10月27日に決まり
ました。場所は岐阜にあります「くすり博物館」を予定しております。
社会奉仕委員会：髙須洋志委員長

　今年の会長の活動計画が、社会奉仕関係で言いますと「教育と水」
ということで、これに関わる卓話を予定しております。教育と水を絡め
て、ホタルの飼育を長年続けており、現在熱田区の小学校に飼育をお
願いしておりますが、熱田区以外の小学校にも広めていこうと思って
おります。
環境保全委員会：馬場將嘉副委員長

　今年の方針は、RIテーマの「超我の奉仕」に添うよう努力し、環境
保全・保護に努めます。活動計画は、瑞穂RCと熱田神宮との協同事
業である、「ホタルの飼育と放流」を地域の小学校に参加を呼びか
けて、自然環境を考える場を提供していきたいと思います。
新世代委員会：平野好道委員長

　新世代委員会では昨年度、関係するRCと合同でフォーラムを開
催しました。単独のRCで活動をするのではなく、関連するRCと協力
して今後色々な活動をしていきたいと考えております。その関係で、
昨年度フォーラムの開催に中心的な役割をした方を、来週卓話講
師としてお招きしております。
ローターアクト委員会：長瀬 憲八郎委員長

　今年度はローターアクトの年次大会がありますので，それを成功
に導くことと，提唱他クラブと連携して，ローターアクトをサポートす
ることです。RACの例会についてですが、必ず出席をしてください。ま
た出席できない場合は、前後の方に代わって頂くなどして下さい。
国際奉仕委員会：加納 裕委員長

　今年度の活動計画の中で、台北延平RCとの親睦を更に深めると
言うことで、2006年3月に行われる29周年例会に出席予定です。あ
と、来年6月に開催される国際大会に、皆様奮ってご参加頂きたい
と思います。

　西暦2005年までに毎年1人当たりの寄付を100ドルにする決
議が採択されました。皆さまのご協力をお願いします。

R財団委員会：岩崎道夫委員長

米山奨学委員会：田中英雄委員長
　米山奨学生の金君に、9月22日の卓話を依頼してあります。皆様
是非とも聞いて下さい。

議長総括：守谷巌樹会長
　それぞれの委員会に本日発表して頂いて、「新たなスタート26」
が本格始動した気が致します。これからも皆様力を合わせて、目標
に向かって進めて頂きたいと思います。プログラム委員会：平野 哲始郎委員長

　今年度の卓話は、個人名であいうえお順に、お年を召した方と若
い方、交互に担当して頂く事となりましたのでよろしくお願いします。

R情報委員会：大島浩嗣委員長
　本日、ウガンダへの小学校引き渡し式に関して、新聞社の取材を
受けました。今後も積極的に広報活動を続けていきたいと思いま
す。また、新入会員の研修につきましては、新入会員が入会され次
第、早急に実施をして参ります。

長期ビジョン委員会：大島浩嗣委員長
　9月8日の11時30分から「第1回長期ビジョン委員会」を開催す
る予定でいます。皆様から色々なご意見を頂きまして、瑞穂RCの今
後の計画について、検討をしていきたいと考えております。

議長：守谷会長　進行：鈴木幹事
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