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“鰯彙議％ “税理士の業務について，， 会員
偽淫,侭彗屏響戸基病理‘便ｼ鰹振ｼ些戸基,侭響戸澤侭淫;戸響辰ッ

は自主独立の立場から夫々地城に密着した活動や特徴

あるロータリー活動を展開することが第一であると

思っています。しかし、名古屋のような大都市に基盤

を置くロータリークラブでは会員の親睦は各クラブ単

位を中心に対外活動は複数のクラブが協働してその時

代のニーズを汲み取り効果的な活動ができればと思っ

ています。

本日ご参加の6ロータリークラブは言ってみれば血

のつながったクラブです。まず、この6ロータリーク

ラブが手を携えて何か有意義な活動ができないもので

しょうか。本日はよい機会でもありますので名古屋東

ロータリークラブさんに6ロータリークラブ会長や幹

事等による協議会でも設けるよう労を御取り願えれば

有難いと思っています。
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囹ビジター数

密出席報告

会員

出席率

前々回

(4/10) 41名

59（55）名 出席 33名

60~00%

3月27日（修正出席率） 87~50％ |名古屋名東RC津川聖子会長挨拶’
『言葉と人生I

霞や朧・ ・ ・春ならではの情景風光る． ・から風

薫る・ ・へと移り行くこの季節は日本人の繊細な情感

表現力を育んできたような気がします。

私の事務所のすぐ近くに一本の枝垂れ桜があり

ます。

花明かりの言葉通り周りの空気が明るく華やいでい

ます。

先日そこへ若い女の子たちが通りかかりました。

そして一斉に出た言莱が・ ・ 「かつわいい～！」

犬をみても素敵な男性を見ても「かわいい～」の

オンパレードです。生活が豊かになるに連れおしゃれ

な女性は増えて言葉美人が減っていく。危機感を抱く

このごろですがさすが年輪を重ねた女性の言葉にはそ

れぞれの人生の香りがあります。

例えば元ロータリー財団奨学生の緒方貞子さん。

今年80歳になる緒方さんは第8代の国連難民高等弁

務官に就任して以来約10年間世界の難民の救済と人権

の為に力を注いでいらっしゃいました。

緒方さんの言葉には重みと凛とした美しさがあります。

ロータリーでは1989年規定審議会で女性会員の入会

が認められるようになりました。

女性は感覚的です。論理的思考が苦手です。

現在名東ロータリークラブには7人の女性ロータリ

アンがいますが、会話に花が咲き和やかな空気が生ま

|名古屋東RC本田伸太郎会長挨拶’
皆様今日は、本日は6クラブ合同例会です。お世話

下さいました東山ロータリークラブの皆さんどうもあ

りがとうございます。それと本年2月に開催されまし

た1Mでは皆様方には特にご協力いただきまして本当

にありがとうございました。また、先日の4月9日に

は名古屋東分区の合同ゴルフ大会も111名というたく

さんの会員の参加を得て晴天のなか、藤岡カンI､リー

クラブで盛大におこなわれました。これらのことは本

年度のガバナーのご方針のひとつのクラブ間の融和と

親睦に大きく役立ったと思います。今後ともこのよう

な機会を設けて下さいまして、 さらに親睦を深め、お

五い切嵯琢膳して、より意義のあるロータリー活動

が展開できる事を願いまして挨拶とさせていただき

ます。

へ

｜名古屋和合RC國分孝雄会長挨拶｜
本日は恒例の6ロータリークラブ合同例会です。こ

の6ロータリークラブは名古屋束ロータリークラブを

祖に親子、孫の関係にあるクラブで国際ロータリー第

2760地区では束名古屋分区に属しています。束名古屋

分区は11クラブで構成されており名古屋北ロータリー

クラブ系の5クラブと名古屋東ロータリークラブ系の

6クラブがあります。私は常々、各ロータリークラブ

－1－

『共生』symbiosis会長テーマ 本紙は再生紙を使用しております。



進める川名公園整備事業は昭和区のほぼ中央に位置

し、災害時の避難場所となる防災公園として、 また平

常時は地域に親しまれる公園として、平成8年度から

全域の整備を進めています。本年昭和クラブは15周年

の節目として、 この「川名公園整備事業」と「昭和

ロータリークラブ」のタイアップ事業として活動を推

進しております。

川名公園の一角を「環境学習の森」として子供達が

自然とふれあう体験型環境学習の森、又、地域の方々

は勿論、川名公園にお見えになった皆様に癒しの場と

なるべく環境つくりのスタートとして植樹から初めま

した。

3月10日 （土）は「家族ふれあい植樹例会」として

会員や家族の皆様、 また小田昭和区長様や関係者の皆

様にもご参加して頂き、 500本の苗木を植樹すること

ができました｡その中にはヤマザクラやソメイヨシノ、

サトザクラが花を咲かせ、成長する木々を楽しみなが

ら観察しております。今後も数年に亘って「環境学習

の森づくり」に取り組んで参りたいと思います。

れました。優しい雰囲気に心癒されると言う声もあり

ます。私は皆さんに侭しくされ楽し<会長職を終えよ

うとしていますが今期2760地区女性会長は一人とのこ

と。男性女性それぞれの能力は手を結ぶことで開花し

ます。女性ロータリアンの参加で生まれる素敵な変

化・ ・ ・すべてのクラブで体験して欲しいと顕ってい

ます。

|名古屋千種RC山本眞輔会長挨拶’
千種ロークリークラブは昭和57年(1982年）名古屋

東ロータリークラブをスポンサークラブとして発足い

たしました。来年は25周年を迎えます。本年はロータ

リークラブの原点である「奉仕」と「親睦」に重点を

置き、楽しい例会、楽しい行事、楽しい仕事を目標に

しております。周年行事についてはエレクトを中心に

して実行委員会を立ち上げその準備に入っております。

皆様のご指導ご支援をよろしくお願いいたします。

クラブの活動は各々が置かれた立場で独自性を発揮

すべきであるとは承知しておりますが大変難しいこと

であります。ともすると前例踏襲ということになりま

す。間違いはないし、その方が易しいからでしょうか。

一つのクラブ単独でできること、 また今日のように親

子、兄弟、孫関係にある6クラブが協力して初めてで

きることがあると思います。

3月25日、能登地方で強い地震がありました。余震

も頻繁にあり道路状況も不明であるということで現地

入りを控えるようにとマスコミは報道をしておりまし

た。その中を3月30日、輪島まで知人のお見舞いに

行ってきました。高速道路は崩落のため国道経由でま

いりました。幸、知人も家族も建物も大きな被害はな

いようでした。ボランティアセンターが31日に立ち上

げられやつと受け入れ態勢が整い、金沢から多くのボ

ランティアが現地入りしました。本日ご参加の6ロー

タリークラブとしてはこういった災害はどのように対

処すべきでしょうか。私は何かしなければと言う事を

強く感じました。単独クラブとして、 また6クラブと

してどう対応したらよいか合同例会をきっかけに「非

常時の対応」について話題にしていただければと思い

お話いたしました。

鐸、

|名古屋東山RC松野一彦会長挨拶’
サクラが咲き誇る4月は、新入社員、新入生、新学

期など永年の習慣からスタートの季節であると身体に

沁みついていましたが会長をおおせつかり新たな違い

に気が付きました。

私たち名古屋東山RCはこの6RC合同例会が、最後

の対外事業でありましてこれが終わりますと残りの例

会も指折り数える程になり、次年度へのバトンタッチ

とソフトランディングを考えるエンディングの季節で

ある事を改めて感じさせて頂きました。一方では、

PETSが終わり次には地区協議会へと続き、次年度の

会長さん並びに幹事さんはいよいよ始動し始めるとワク

ワクされているのではないかと思っております。

次年度、東名古屋分区ではガバナー直轄事業のライ

ラセミナーが輪番の担当分区であり、 また、私たち分

区の全クラブで推奨している名古屋名城ローターアク

トクラブが地区年次大会の主管を担当されると言う事

で沢山の地区事業があり元気いっぱいの東名古屋分区

になると信じております。

最後にこの場をお借りし名古屋東山RCが無事10年

と言う節目を迎えました。 6RC皆様の日頃のご指導

ご支援に感謝を申し上げ挨拶とさせて頂きます。

へ

|名古屋昭和RC名倉嗣治会長挨拶’
昭和クラブの近況報告させて頂きます。名古屋市が
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