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じわじわ感じられます。つい最近まで「愛知は元気」

｢名古屋は土地価格も_上昇し羨ましい」とよく言われ

ましたが、今は聞かなくなりました。それだけ状況は

厳しくなり「変化」しているのだと思います。

この｢変化｣に対応して元気に過ごしていきましょう。

さて、 10月は「神無月」といわれますが。その語源

は、 10月には全国の神々が出雲大社に集まり、男女縁

結びの相談をするため、各地の神々が留守になるとい

う信仰に由来するといいます（｢奥義抄」「下学集｣)。

しかし、これには異説がいくつもあり

①10月は雷の鳴らない月「雷なしの月」の意味だと

する（｢語思考｣)。

②10月は神嘗祭が行われる「神嘗月」「神祭月」が

語源である（｢和訓栞」「東雅｣)。

③10月は新嘗のため新酒を醸す月、すなわち「醸成

月」の意であり、神無月はこの当て字であるとす

る（｢大言海｣)。

④神無月の無は「の」の意であり「神の月」すなわち

「神祭りの月」の意である（｢国語大辞典｣）等。

いくつもの説があるが皆様はどの説だと思われますか。
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会員 55（52）名 出席 41名

出席率 78.85％

前々回 10月14日 （修正出席率) 100%

囮11月会員誕生日

足寸2一郎君(11/4) 佐々木敏夫君(11/4)
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1）次回例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員の方はお残り下さい。

2）ロータリーレートが11月より1ドル100円となり

ますのでお知らせ致します。

大口弘和君より

台湾歯周病学会が今年度は台中で開催され､10

月24日～26日の3日間招待され参加して参りました。

その折に1989～91の2年間米山奨学生としてお

世話しており、私がカウンセラーを担当していた

張国華さんと会って来ました。
’ 久野会長挨拶

こんにちは10月もいよいよ末に近づきました。

政局は、いつ総選挙があるか混迷状態になっていま

すが。

経済状況も米国発の金融危機が世界に拡大し、世界

中の株式市場や外国為替市場が大きく揺さぶられ、株

価や通貨の急落が深刻となっている。特に新興諸国の

経済には大打撃であり、金融機関の破綻の局面から国

家の破綻にまでも拡大しかねない様相となってきてい

ます。

これらの状況を受け麻生首相も「100年に1度の国

際的経済危機だ。国内の政局より国際的な役割を優先

する必要性を感じている」と述べ早期解散には慎重な

姿勢となっているが如何なりますか。

しかし、こうした経済環境の変化は私達の回りにも

彼は現在、雲林県（台中から車で1時間くらい

南）にある国立雲林科技大学、科技法律研究所の

教授兼所長をされており、法学|尊士として国の知

的財産保全に関係して、弁誠士の方を指導してい

るとの事で、大変活躍され元気でした。

千種RCの皆様によろしくとの伝言でした。 I
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『変化』会長テーマ 本紙は再生紙を使用しております。
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M 11月はロータリー財団月間 「ロータリー財団月間は、財団がこれからも末永く世界でよいこと ’リ

|ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に向けて溌難瀞鰯轆蕊凝蕊1と地区がどの’
1今一度財団目標を確認しよう 2008-09年度ﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員会委員長I

ジョナサンB・マジィアベI'

'I! ｣1月のﾛｰﾀﾘｰ財団月間に備え､ 2008-09年度の財団目標を今一度確認してみましょう｡ !'
1 私たちの第一の目標は、ポリオ撲滅の約束を守ることです。私たちは、今、ロータリーの’億ドルのチャレ ‘；

N ンジヘの募金という手段によって、ポリオのない世界を達成する絶好のチャンスを掌中にしています．このj
'i チャレンジを成功させるため、各クラブは募金行事を実施し、今後3年間、 1年につき1,000ドルを調達する ~i
’1‘ よう求められています．こういった行事を開催することで、ポリオ撲滅に向けてのクラブの活動やロータリー ！
'旧＃ の担う重要な役割を広く知ってもらうことができるという恩恵もあります。
N 第二に、私たちの財団が末永く発展していけるよう、年次プログラム基金と恒久基金への支援をお願いいた ‘僧：
＃ します。クラブの2008-09年度寄付増進目標を検討し、それをどのように達成、 または凌駕するかを考えてい ｣i
； ただきたく思います。
W' 第三の目標は、 ロータリー世界平和フェローシップ･プログラムを恒久的に確立し、世界ポリオ撲滅を支援|;

，；するために、 クラブと地区の財団からの資金を分かち合って「手を貸そう」を実践するプログラム、 「みんなリ
ド， の財団、私たちの財団」に参加することです。 ’〉
Y 第四の目標は、地域社会とメディアをを通じてロータリーの公共イメージを高めることです．一般の人々に '1’
1 ロータリーのことをわずかでも理解してもらえれば、会員や寄付者、協力者になりたいという方が増えるはずIHI
'；， です。
！’ 最後の目標として､ロータリー財団の未来の夢計画をご支援くださるよう、ロータリアンの皆さんにお願いい '‘

i懸騨呼濡鮮瀦篠腰撫発夛辨憾加駕製迩齪鳴努麗翌智｜
I’ でご覧いただけます。

｛｝ 私たちの財団を強化し、推進していくために掲げられた5つの目標を、皆さんのご支援なくして達成するこ i;
MI とはできません。ロータリー財団月間は、財団がこれからも末永く世界でよいことを行っていける力であり続MI
|I, けられるよう、 クラブと地区がどのように支援すべきかを考えるにふさわしいときです。
卸ニヱヱ壹亘＝言ニーニエ立二工酉ニエコニニ再酒ﾆﾆさ首÷エ万こ宅。ご写玄ご五ヱニ五五三ﾕﾕﾆｪﾆ.且ニュュモェェ≦1ｺ歪コェ百＝ニヱニーミェェ完圭ﾜこ－ﾆﾆ告二分三三吾亡＝王二五万迂三工寺工五二＝二＝ニーニエェニ＝幸＝三二才亡x=二三ﾕｭご＝菫＝三二＝三二＝ここ＝ニーニーニーニーニヱコニ工万寺率
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< (10月28日分）
;久野 峯一
< (10月28日分） 伊藤健文 加藤 重雄 松居 敬二 佐々木敏夫；
;久野 峯一 川浦 忠 小林 明 鈴木 理之 〉
〈 沖縄に三日間行って来ました 小林 英毅 小杉 啓彰 会員誕生日祝い 〉〉
;海水浴をしていました 日本も広 黒須アイ子 牧野登忘子 宮尾 紘司 舎人 経昭〉

〉

;いですね 柵木 充明 三好 親 夫人誕生日祝い 2
i小山 雅弘 水谷 祥督 大口 弘和 池森 由幸 <
； 我友人の息子小塚崇彦君がス 佐野 寛 鈴木 聖三 夫人誕生日・結婚記念日祝い ラ
ゼケートアメリカで優勝しました 竹内 克豐 竹内 眞三 萩原喜代子 ＞
； 読書．行楽．運動にいい季節と 谷口 優和田 正敏 前回二コを忘れましたごめん；
ゼなりました 山本 英次 吉田 玄 なさい結婚記念日祝い 〉＞
;油田 弘佑 在田 忠之 読書・行楽・運動にいい季節と ＞
そ浅井 誠寿 江口 武史 なりました 合計 ｜ ゼ
;服部 正夫 林 正路 足立 一郎 伊豫田博明 | 97,000円 || #
＞ 〈
＞ 〈

; (10月21日分） 宮尾 紘司 小林英毅 小杉 啓彰；
；東名古屋分区ガバナー補佐 遅ればせながら 中高のテニス 小山 雅弘 黒須アイ子；

國分 孝雄君 仲間小林誠さんがノーベル賞をも 牧野登志子 松居敬二〉／

煉名古屋分区幹事 らいました 10年も前から期待し 水谷 祥督 西川 豊長〈
〉 川畑 元君 ていたのがやっとという感じです 大口 弘和佐野 寛；
；地区スタッフ江口 博寿君 ウレシイ ！ 佐々木敏夫 鈴木 正男；
ぞ 補佐訪問でお世話になります ll日に無事稲刈り終わりました 鈴木 理之鈴木 聖三ゼ
;久野 峯一 来週脱穀です 竹内 克豊 竹内 眞三メ
ゼ 國分ガバナー補佐川畑分区幹 油田 弘佑 足立 一郎 舎人 経昭 遠山 憲孝2
;事江口地区スタッフ今日はよく 在田 忠之 浅井 誠寿 和田 正敏 渡邊 源市メ
ゼおいで頂きました 江口 武史 服部 正夫 吉田 節美 〉
;大川 勝平 池森 由幸 伊藤健文 國分ガバナー補佐よろしくお；
2 今日の午後産業功労賞で愛知 伊豫田博明 樫尾 當二 願いします ＞
;県知事賞を受賞します 加藤 重雄 川浦 忠 合計 ｜ 《

| 76,000円 |;＞
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’’ 次回例会 平成20年11月10日(月） ガバナー公式訪問 於：ウエステインナゴヤキヤツスル

－2－


