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家族会5月２６日変更 理事役員会 11:30～ 卓話  祝福  

京都９：００出発 消防署員表彰 春日井市長 卓話 梅村 守 君

例

会

予

定 卓話春日井消防署長青山 修氏 伊藤 太氏
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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG 「我等の生業」 

・今月の歌    「瀬戸の花嫁」

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・職場例会        航空自衛隊小牧基地

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

瀬戸の花嫁 

瀬戸は日暮れて  夕波小波 

あなたの島へ   お嫁に行くの 

 若いと誰もが   心配するけれど 

  愛があるから   だいじょうぶなの 

  だんだん畑と   さよならするのよ 

 幼い弟      行くなと泣いた 

 男だったら    泣いたりせずに 

 父さん母さん   だいじにしてね 

先週の記 

幹事報告        幹事   成瀬 浩康君 

11回理事役員会 

下記の審議事項につきましては全て承認可決され

ました。 

第1号議案：開始貸借対照表並びに4月度収支決

算承認の件 

第2号議案：蓮野美廣君・長谷川英輝君・ 

志水ひろみ君退会 

２０１７年5月19日（金）２３２２回（5月第２例会） 

第3号議案：次年度人事の件 

第4号議案：春日井市民納涼まつり協賛の件 

      昨年3万円 今年3万円 

第5号議案：親睦ゴルフの件

6月 22日（木）春日井カントリー
第 6号議案：2018－19年度分区幹事の件
加藤久仁明ガバナー補佐ノミニーの推薦により

成瀬浩康君

来週予告 

＊5月19日（金）：職場例会   

集合時間11時20分 

平松モータース付近にバス配車 時間厳守 

再来週予告 

＊5月24日（水）：家族会 京都 日帰り小旅行 

集合時間８時45分 

平松モータース付近にバス配車 時間厳守 

再々来週予告 

＊６月２日：理事役員会 11時 30分 若草 

春日井消防署署員表彰 

卓話 青山修春日井消防長 

◎例会変更のお知らせ 

名 古 屋 葵 6月4日（日）19：00～ 

   ＲＣ 東区天王まつりの為 

尾 張 旭 5月26日（金）7：00～ 

   ＲＣ 早朝例会の為 良福寺会館 

羽  島 6月3日（土）18：30～ 

  ＲＣ 創立記念夜会例会の為  西松亭 

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



◎例会休会のお知らせ

○名古屋空港ＲＣ   ５月２９日（月）は休会 

○瀬戸北ＲＣ     ５月３０日（火）は休会 

○名古屋城北ＲＣ   ５月３０日（火）は休会 

○愛知長久手ＲＣ   ５月３０日（火）は休会 

○豊田東ＲＣ     ５月３１日（水）は休会 

○瀬戸ＲＣ      ５月３１日（水）は休会 

○名古屋守山ＲＣ   ５月３１日（水）は休会 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 58 名 欠席 22名 出席率 62.1% 

先々週の修正出席   ―   ― 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○12月 13日、左上腿警部骨折にて手術、リハビ
リを経て皆様のお蔭で今日、出席することが出来

ました。            足立 治夫君

○地区米山奨学生としてイビンさんが今年 4月か
ら来年 3月まで当クラブで預かる事になりました。
日本と中国の『夢の懸け橋』になるよう毎月各テ

ーブルを回る席を用意いたしますのでご指導をお

願い致します。         清水  勲君

○家内の誕生日のお祝いを頂きありがとう。

                屋嘉比良夫君

○入会させて頂きました。ありがとうございます。

                野田  勇君

○村上 豪さんをお迎えして。  伊藤  純君

○祝福の皆さん。おめでとう。  近藤 太門君

○村上さんをご紹介できる喜びで。川瀬 治通君

○野田 勇君をお迎えして。   風岡 保広君

○祝福の皆さんおめでとうございます。野田 勇

さんをお迎えして。村上 豪さんの卓話を聞ける

喜びで。

貴田 永克君  大橋 省吾君  加藤  茂君

山田  治君  藤川 誠二君  場々大刀雄君

下田 育雄君  杤本 正樹君  成瀬 浩康君

岡田 義邦君  加藤久仁明君  社本 太郎君

古屋 義夫君  小川  長君  近藤 秀樹君

岡嶋 良樹君  加藤 宗生君  大畑 一久君

名畑  豊君  大原 泰昭君  和田 了司君

野浪 正毅君  速水 敬志君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話 

宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 

太陽系科学研究系 助教  村上 豪氏 

若手研究者が挑む惑星探査」 

 私は大学院生時代からこれまで、人工衛星や探

査機に搭載する装置の開発を続けてきました。最

初に参加した日本の月周回衛星「かぐや」では、

世界で初めて地球の上層大気を横から撮像するこ

とに成功し、博士の学位を取得できました。 

月から最初のデータが送られてきた時の興奮は今

でも忘れられません。またその装置が今も月面に

あるかと思うと、つい夜空の月を見上げる回数が

多くなります。 

 現在私が進めているのが水星探査計画「ベピ・

コロンボ」です。一般にはあまり馴染みのない地

味な水星ですが、実は見た目は月とそっくりです。

その環境は厳しく、昼は+430℃、夜は-170℃と昼

夜の温度差が 600℃にも及びます。それでもそん

な過酷な環境へ探査を目指すのは、水星が我々に

とって重要な謎を秘めているからに他なりません。

例えば水星は太陽に最も近い惑星にも関わらず、

予想よりはるかに多くの蒸発しやすい元素を含ん

でおり、その理由は未解明のままです。また地球

の仲間である岩石惑星のうち、惑星規模の磁場を

もつのは地球と水星だけで、よく地球と似ている

はずの金星や火星にはありません。これらの謎を

解明することは単に水星を知るだけでなく、太陽

系や地球の成り立ち・生い立ちを理解する上で重

要です。そこで我々がヨーロッパ宇宙機関と共同

で進める「ベピ・コロンボ水星探査計画」の探査

機が 2018 年 10月に打ち上げられ、7年もの宇宙

航海の末に 2025 年に水星へ到着する予定です。 

 個人的には、水星探査のその先に目指すものと

して、太陽系以外の惑星を調べたいと考えていま

す。第２の地球は存在するのか？人類は果たして

宇宙で孤独な存在なのか？これらは我々研究者だ

けでなく、人類にとって共通の疑問でしょう。す

でに太陽以外の星を周る惑星の存在は 3000 個以

上発見されており、夜空を輝くあらゆる星が惑星

をもつことは当たり前の考えになりつつあります。

これまで培った技術を活かして地球のような環境

をもつ惑星を探すことが、将来の目標の一つです。 

 惑星探査には長い年月がかかると共に、数多く

の人たちに支えられています。 

科学の最先端たるその現場で重要なのは、何より

も人同士のつながりだと実感してきました。「人が

創る宇宙探査」を今後もまだまだ続けていくつも

りですので、どうかご声援の程宜しくお願い致し

ます。 

米山奨学生ご挨拶 

米山奨学生 イビンさん 

みなさん、こんにちは、私は易敏と申します。

中国の江西省から参りました。日本に来て三年目

を迎えました。現在名古屋市立大学大学院人間文

化研究科の院生 2年生です。 

私は高校生の時偶然インターネットでアイドル

グループの嵐を見て、大ファンになりました。嵐

の番組を通して、日本という国に興味を持ち、大

学の専攻も日本語を選びました。中国で日本語の



勉強をするうちに、日本の美しい自然にもあこが

れるようになりました。そして３年前に中国の大

学を卒業してすぐ来日し、当時名古屋留学生会館

に住んで、日本語学校に通い始めました。 

初めは、日本に知っている人は一人もいなかっ

たし、土地勘もなく、右も左も良く分からず、出

かけるたびに緊張していました。 

そんな中、アルバイトを始めました。バイト先

の日本人友達と店長さんいつも親切に日本語を教

えてくれます。バイト先のある友達が中国語に興

味があって、私たちが相談して、一緒に、互いの

国のことばを勉強することを決めました。勉強す

るうちに、日本人と中国人の考え方や文化や習慣

の違い、反対に共通点にも気づくことができまし

た。私たちお互いの国の言葉の勉強は三年も続き

ましたが。これからも頑張って続けていきたいで

す。私達の出会いは偶然でしたが、互いの国の言

葉を学び合うことで、より深く分かり合えたと実

感しています。 

みなさんも、お互いの国のことばの勉強を通し

て、国際交流の輪を広げてみてはいかがでしょう

か。どうぞよろしくお願いいたします。 

卓話 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 

太陽系科学研究系 助教  村上 豪氏

米山奨学生 イビンさん

祝福 会員誕生

祝福 結婚記念

新入会員 野田 勇君 


