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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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疾 病予 防と 治療 月間
次回（３月４日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

１）例

（2530回）

会 （2531回）臨時休会により日付訂正

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）卓 話

「天ぷらに
ソースをかけますか？」
中村 修 会員

☆☆ １２月度のお誕生日 ☆☆
8日
8日
11日
27日

＊＊

石田
髙松
西浦
柳澤

道夫
貞彦
司
興平

8日
10日
17日
28日

中川 政照
西田 勤
坂口 雅俊
御木 威
（ 敬称略 ）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

まずもって、冒頭、福井名誉会員のご逝去に際
し、皆さまに黙とうを捧げていただきました。本
当に残念でなりません。
福井名誉会員というといつも思い出すのは、
いつかの家族会の終了後、奥様と手をつないで
仲睦まじく帰っていかれる後姿を拝見したこと
です。このように素敵に歳を重ねられれば良い
なぁと感じたことを覚えています。改めてご冥
福をお祈り申し上げます。
次に、新入会員歓迎会兼忘年会につきまして
は、コロナ禍において急激に重症者の数が増え
てきており、病床もひっ迫しているところであ
り、臨時理事会で審議させていただき、今回は中
止とさせていただき通常の例会に切り替えさせ
ていただきます。新入会員歓迎会は後日必ず開
催させていただきますが、今回は中村親睦活動
委員長が卓話を行っていただきますので、こち
らを楽しみにしていただければ幸いです。
コロナの第３波の襲来ということで、例会自
体を中止とされるクラブも出てきています。当
クラブは、様子を見ながらではありますが、可能

な限り通常例会は開催させていただく予定で
す。もちろん、状況如何では急な変更をお知らせ
することもありますが、何卒ご理解ご協力いた
だきますようお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告 ☆☆

①「新入会員歓迎会兼忘年会中止 通常例会に
変更のご案内」を本日お配りしております。
②「新年初例会」出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
③本日開催予定にしておりました№1・4・5テー
ブル情報集会は中止とさせて頂きます。
④ロータリー国際大会及び陽明ＲＣ４４周年記
念式典の出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
⑤本日例会終了後、年次総会を開催させて頂き
ますのでご出席よろしくお願いいたします。
⑥年次総会終了後「12月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆

１２月度理事会決定事項

☆☆

・新入会員歓迎会兼忘年会中止につき、エンター
テイナーに30,000円のキャンセル料が発生
「審議可決しました」
・社会奉仕委員会・献血事業（R2年12月9日）
献血記念品予算書通り「審議可決しました」
・新年初例会について
1．初穂料について 前年度と同様100,000円
「審議可決しました」
2．横断幕について
前年踏襲する事で「審議可決しました」

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
０名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

44名
27名(38名)
18名
11名

・職業奉仕賞授与式決算報告書通り「審議可決」
・事務局冬期休暇について
Ｒ2年12月26日（土）よりＲ3年1月4日（火）
「審議可決しました」

☆☆ にこ にこ 箱 ☆☆

敬称を略す

在籍二ヶ年自祝
二宮 彰久
福井先生の御冥福をお祈りします。 南川 和茂
福井先輩大変淋しくなりました。 中川 政照
福井先生の御冥福をお祈り致します。在本 茂
福井興先生のご冥福をお祈りします。
大矢 平治
福井先生、さみしくなります。
中村 修
中川さん、卓話楽しみです。売れ残っている高
価な宝石をクラブに寄附してくれませんか。
南川 和茂
中川会員にはご迷惑をおかけしました。
鍬田 充生
本日の卓話よろしくお願い申しあげます。
中川 政照
中川さん、本日の卓話すべらないように。
中村 修
ダイヤモンドのお話楽しみにしています。
二宮 彰久
中川さん、卓話頑張って下さい。 望田 謙三
令和2年11月26日

合計金

56,000円

累計金 1,285,000円

☆☆ 先週（11 月 26 日）の卓話 ☆☆
「ダイアモンドの歴史と伝承、
誰も知らないダイアモンドを…」
中川 政照会員

ダイヤモンドの歴史と伝承
ダイヤモンドには美しい対象として欲望の長
い歴史があります。紀元１世紀に、ローマの自然
学者プリニウスは次のように述べています。
「ダ
イヤモンドは美しい石というばかりではない。
この世の全てで最も価値のあるものだ」
世界のダイヤモンドへの愛はインドから始ま
り、そこでは、ダイヤモンドは田舎の河川から採
集されました。ある歴史家はインドでは早くも
紀元前４世紀ごろからダイヤモンド取引を行
なっていたと推定しています。
1400年代までには、ダイヤモンドは、ヨーロッ
パの国王・貴族のためのファッショナブルなア
クセサリーとなっていました。
1700年初期、
インドのダイヤモンドの供給が減
少し始めたので、ブラジルが重要な産地として

）内は会員総数を基準とした値

11月26日の出席率
71.05％
４週間前（11月5日）の
出席率 84.21％
1名（欠席者7名)
浮上しました。ダイヤモンドは、金鉱夫が地元の
川砂利をふるいにかけていた際、その皿の中か
ら発見されました。ブラジルは150年以上もダイ
ヤモンドの市場を支配してきました。
1866年、
南アフリカで巨大なダイヤモンド鉱山
が発見され、近代的な発掘が始まり、王侯貴族や
特権階級のみに愛されてきたダイヤモンドが多
くの人々に楽しまれるようになりました。
1970年頃になると、南アフリカ、ザイール（現
コンゴ民主共和国）、旧ソビエト連邦が主な原産
国でした。その後1982年ボツワナで生産性の高い
鉱山が発見され、1985年にはオーストラリアで鉱
山が発見され、2000年にはカナダの北部で鉱山が
発見されました。

ダイヤモンドの婚約指輪の歴史
1477年、
オーストリアのマキシミリアン大公が
ブルゴーニュ公国の公女マリーにダイヤモンド
のリングを贈ったことで、ダイヤモンドの婚約
指輪の歴史が始まりました。女性が左手の薬指
にリングをはめる習慣は、古代エジプト人が
「ヴェーナ・アモリス（愛の静脈）」が心臓から
左手の薬指に流れていると信じていたからで
す。

有名なダイヤモンド
「ホープ」
サファイヤのような濃青のダイヤモンド（45．
52ｃｔ）で、アメリカ合衆国国立自然史博物館に
所蔵されています。所有者が次々に不慮の事故
で死亡するという呪いの宝石の都市伝説で有名
です。
「カリナン」
1905年に南アフリカで発見され、
原石をカット
した最大のカリナン（530．20ｃｔ）は当日のイギ
リス国王エドワード7世に献上され、現在はロン
ドン塔内に展示されています。

誰も知らないダイヤモンド
サイコロにカットされた
ブラックダイヤモンド

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
パンプキンクリームスープ、クルトン添え
ハンバーグステーキ、
ソース・シャスール ハッシュブラウンポテト、
絹さや、キャロットグラッセ、チェリートマト
チェスナッツクレム・ブリュレ
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター
コーヒーまたは紅茶

