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拶歸饗，『舞彗侭鑿'＝きようの例会‘震ﾂ饗'侭……饗，‘祷笥
;第1108回 平成17年10月25日(火） 賂

＄曜 友愛の日烈 副
嵯智ボラ;碁,侭智ボッ智示’碁,《表碆,侭彗侭智‘黄程牝舞智侭響侭智侭智‘表諮讐,侭碧病智侭諜

囮先週の記録第1107回 平成17年10月20日（木）

職場例会
㈱魚津社寺工務店 1l : 30~
（次回掲救させていただきます）

ず…箸'＝侭暑'‘髭智先々週の記録侭…雲‘'翰碆'･薯弩'‘，ﾐﾂ調
;第1106回 平成17年10月11日(火） 曇り；
噂影響侭琴侭琴侭…琴‘長：…響…侭…響諮詫智侭響侭………畿

囹"奉仕の理想，’

錫出席報告

会員 58(56)名 出席 43名

出席率 76.78％

前々回 9月27日（修正出席率） 92.98％

囮ビジター紹介 1名

囹ゲスト紹介

愛知厚生年金会館館長 紺矢寛朗様

愛知厚生年金会館接客主任武川 豊様

愛知厚生年金会館和食主任大鹿正美様

和田内科病院 副院長 金子 寛様

和田内科病院 看誰主任別府留里子様

’二村幹事報告’
1 .本日例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員の方はそのままお残り下さい。

2．次回例会20日（木）に変更し、職場例会を1130よ

り名鉄交通ビル7階ジョビアル・パラッツォで開雌

致します。

18日（火）の例会はございません。

2．本日、地区大会(10/22．23)参加者の方に名札

プログラム・駐車場許可書をお渡し致しましたが当

日お忘れ無くお持ち下さい。

ゲスI､には職業奉仕月間の活動として各事業所よりご

推薦頂きました優良従業員の方々にお出で頂いており

ます。ごゆっくりお過ごし下さい。

さて、お約束の社寺建築のお話をさせて頂きます。

仏教渡来以来、寺院建築は飛鳥時代から江戸、明治

を経て現代に至っております。

その間、色々変化をしておりますが何故か江戸時代

に至って以来そのレベルが下がっております。

日本という国民は四季が有り島国で海に囲まれ美し

い山、美しい川、単一民族単一国家という事で礼儀

正しく私は世界一良い国と思っております。

因に戸籍が有るのは世界中で日本だけで有ります。

そんな環境の中、日本民族は極めて繊細な美意識を

持ち、鎌倉から室町の中間位においては最高の美しさ

を持つ建築が完成し、寺院建築は世界に誇る芸術と

なっております。

へ

鈴木ロータリー館運営委員報告

さよならロータリー館

21世紀万博「愛・地球博」は、去る9月25日にて

185日の会期を終え無事閉幕しました。

10月5日博覧会協会により公表された期間中の総入

場者数は2204万9544人と当初予想された1500万人を遥

かに超える盛況裡に|荊聴したことは大変に喜ばしいこ

とです。

我々国|際ロータリー第2760地区は本2005年ロータ

リー創立100周年の年にあたり、その記念蛎業のひと

つとして日本政府が主催し、国家率業である「愛・地

球博」に参画、長久手会場の一画に「ロータリー館

(友愛の家)」を建設しました。

この「ロータリー館」は各ロータリークラブの例会

をはじめ行催事の開催を通して来訪のロータリアンと

その家族、ゲス|､を歓迎し、友情の交換、国|際親善、

相互交流を果たす施設として利用され、また、ロータ

リーで使用されないときは博覧会協会が国内外の経済

人．文化人など民間のVIPに対してのレセプション機

能を果たす施設として利用された他、一般公募により

'|偏広い市民の方々にもレンタルホールとして利用され

へ

|魚津会長挨拶’
日増しに秋も深まって、紅葉を楽しむ季節となって

まいりました。

本日は和合ロータリクラブの上野山様をお迎えし、
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るなど「ロータリー館」の機能は十分に活用されその

出展の趣旨と目的は成功裡に達成されました。

「ロータリー館」は2004年2月9日に日本|玉|際博覧

会協会会長豊田章一郎氏及び同事務総長中村利雄氏を

来賓にお迎えして現地に於て起工式が行われ着工され

ました。その後順調に建設が進み明けて2005年3月3

日完成を祝い、同館に於て開館式が行われ、 3月25日

｢愛・地球博」開催日と同時に無事開館をいたしま

した。

そして「愛・地球博」閉幕日の前日9月24日午後3

時より「ロータリー館」に於て、最終の運営委員会の

あと「さよならロータリー館レセプション」が各クラ

ブ会長・幹事の参加にて盛大に開催されました。

運営委員会では内藤明人委員長の謝辞の挨拶に続き

豊島徳三館長の他多数の方が｢ロータリー館への想い」

を語られ、そのあと藤本副館長より概略の事業報告が

あって|荊会、引続きレセプションが開宴されました。

レセプションでは互いに「愛・地球陣」と共に、

｢ロータリー館」の成功を喜び合う中で役目を終えて

近く取壊されることになる「ロータリー館」の姿を惜

しみ過ぎし日々の想い出と共に一抹の寂しさが会場全

体を包んでいるように私には感じられました。

「ロータリー館」に関する正式の事業報告は、年内

に「ガバナー月信」で報告される予定ですが当日発表

されました概略は次のとおりです。

①「ロータリー館」出展の趣旨は最大限生かされて

成功であった。

②「ロータリー館」の利用者数

1．例会参加メンバー 10.092名

2． メーキャップメンバー 7,992名

（内外国572名）

3．一般含め総入場者数 21.173名

③収支面では若干の剰余金が見込まれる。

最後に、当クラブメンバーの皆様にはこのたびの

｢ロータリー館」の建設及び運営に数年にわたり多大

のご支援とご協力を賜わり無事所期の目的を達成し終

えましたことに対し心より深く感謝申しあげます。

被推薦者名|年齢|雛測役職名｜ 推薦事業所名
タヶカワ

武川
麺
幽
呈 接客主任 愛知厚生年金会館1813

マサミ

正美
オオシカ

大鹿 和食主任 愛知厚生年金会館10 l7

y1.クズ

寛
カネコ

金子 副院長 和田内科病院37 11

ペ･リブ ルリコ

別府留里子 准看誰師 和田内科病院1316

(敬称略）

｜ 表彰者挨拶 ’
囮愛知厚生年金会館武川豊接客主任

日頃より、各企業の皆様には大変お世話になってお

ります。

また本日は、ここにおります調理担当の大鹿ととも

に優良従業員としての表彰をしていただきまして、あ

りがとうございます。

ホテル業であります当会館では、お越しいただくお

客様に必ずご満足をいただけるよう、職員が一丸とな

り日々の努力をしているところではございますが、そ

の中で主たるご利用目的である、食事をされにお越し

いただくお客様には、 「心地良い対応、そしておいしい

料理」この2つが欠けることのないようおもてなしを

することが基本であると認識し、 日々努めております。

今回の受賞を励みにし、 「心地良い対応とおいし

い料理｣。調理部門との協力体制を、よりいっそう強

化いたしまして、お客様に喜んでいただけるように努

めて行きたいと思っておりますので、今後とも何とぞ

ご指導ご鞭燵のほど、よろしくお願い申し上げます。

本日はありがとうございました。

囮和田内科病院金子寛副院長

この度は大変名誉ある表彰をしていただきまして誠

にありがとうございました。

大変光栄に思うと共に身が引き締まる思いです。

現在の職場は一般病院である為、複数の疾患を合併

された患者様が多い事、また地域密着型病院という性

格上、疾患の治療中だけでなく治療後も患者様の社会

状況、生活スタイルまでも考慮しながら治療するとい

う事を学ばせていただきました。

それは大学病院という大きな組織の中で専門領域の

診察・治療の経験しかなかった私にとって、 「疾患」

のみではなく疾患を持った「人」を診るという非常に

新鮮で、かつやりがいのあるテーマと感じ、あっとい

う間に10年余りが経過しました。

これからは高齢者に対するqualityoflifeを考慮し

ながらの疾患の治療と共に若年者層も含めた生活習慣

病などの予防医学を重要なテーマとし新たな決意を

持って仕事に励みたいと思います。

本日は誠にありがとうございました。

へ

へ
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「白波五人男」の劇中で「口上」があり、豪華競演

者の番傘､むらさきの着物で勢揃いの場面では｢見得」

の度、中村屋、成駒屋、松嶋屋、大和屋と掛け声がか

かり、終幕の大詰めでは捕手とのスピードのある大立

ち回りと華々しい襲名披露となりました。

『響，…辰…響’先々々週の記録嗣智侭響侭
議：第1105回 平成17年10月7日（金）

腿 囎I
秋季家族会 ；I

別
に

（歌舞伎観劇） 於:御園座;I
剥

鶚些侭率些‘震，ご侭………答‘辰ｼ醤,示ｼ…‘鑿,…涙,…………轡

囮"奉仕の理想,’

囮出席報告

会員 58(56)名 出席 26名

出席率 46.43％

前々回 9月20日（修正出席率) 91.23%

囮ビジター数(10/4) 26名

|魚津会長挨拶’
皆さん、こんにちは。

今期初の家族観劇会にご出席頂き有り難う御座いま

した。

本日は大変人気の高い中村勘三郎襲名歌舞伎をお手

配頂き又、早くから受付をして頂きました幹事・親睦

委員の皆様ご苦労様で御座います。

先代勘三郎は芸域が広く独自の愛橋ある芸風が魅力

で、十八代勘三郎は更に華があり、御夫人共々楽しい

一時をお過ごし頂きたいと存じます。

へ

診……c，診…鯵 麻雀会成績……息……噂

於:松楓閻9/28㈱：，
‘

，§ RANK NAME MARK
： 優勝 伊藤三津子 ・33川 ：
： 2位 小林 明 十15,301 ’’ 3位 山本眞輔 -19,90p ：
' B B 川端 圭 -28,500 1

（参加者6名） ：，
，
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囮10月度理事役員会議題（10/11）

1）新入会員候補者の件。

2）国際奨学副委員長の件。

'二村幹事報告’
l .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。

|池森親睦委員長挨拶
本日は多数のご出席を有り難う御座いました。

お食事は一幕終了後、みその食堂2階にてご用意致

しております。先程お渡したしましたパンフレットは

御園座よりいただきました。

ごゆっくりとお楽しみ下さい。へ

、診'、〃、〆、診"、診"、ｸ、'、'、'、'、"、"、'、"、､ｸ、"、
ノ，へへへへへへへへへへへへへへへ"、

′ 〈

; ('0月ll日分） 浅井誠寿 宮本光久宮尾紘司；
;紺矢 寛朗 一寸とした秋のストレッチです 三好 親森 幸一ミ
ミ 紺矢でございます｡よろしくお 高秋を仰ぐ反り身の心地よき 成田 良治 西川豊長＃
；願いいたしますまた武川大鹿 魚津常義 西野英樹佐久間良治；

:両氏に対する表彰ありがとうござ 秋の家族会は親睦会のお骨折り 佐野 寛 澤田 淳治；
;います。 で無事終りました。 鈴木正男鈴木理之，
;二村 聰 和田 正敏 竹内 眞三舎人経昭タ
ミ 池森さん家族会ありがとう御座 優良従業員表彰を当院の金子先 渡邊源市 山本英次ミ

:居ました 生別府看誰師がうけます 吉田 節美吉田 玄メ
メ萩原喜代子 ありがとうございます 優良従業員の方々ようこそおいメ

ン
メ 去る7月ヒルトン名古屋総支配 油田 弘佑足立一郎 で下さいました 〉

;人アーリック氏をビジターとして 在田 忠之林 正路 加藤重雄 〉′
；お招きし入会をお願い致しました 池森 由幸伊藤健文 会員誕生日祝い 〉〈
2が言葉の関係でE-Rotaryに入会 伊豫田博明樫尾富二 笹野義春 〈
；の手続きを進められているようで 川端 圭小林 明 結婚記念日祝い ：

i辨畷竺繭鍵鼠薫萎一~…… ；;厚く御礼申し上げます 牧野登志子松居敬二
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<2006年国際年次大会＞

スウェーデン・マルメ／デンマーク。コペンハーゲン

2006年6月1旧～6月14日

く登録料と申し込み締切日〉

第1次2005年12月31日 325ドル

第2次2006年3月31日 375ドル

滞在中のツアーや行事
オーレンス地方には何千もの見どころがあり、大会中やその前後には大きな楽しみがたくさん

あるでしょう。しかし、どの見どころから始めるべきか迷う方もおられるでしょう。ホスト組織

委員会では、北欧での周遊を真に思い出深いものにするため、数々の行事を企画しています。

へ

･大会前後のツアー

大会前後のツアーは城や宮殿、領主の邸宅を

探索するのに最適で、中には一般的な観光では

体験できない場所へも行くことができます。

･ホスト･ホスピタリティーの夕べ、 6月12日（月）

国際大会の伝統として、ホスI､地区のロータ

リアンは各自の家庭への参加者を招待しての夕

食会を行い、また地元ロータリークラブへ参加

者を招待します。おいしい食べ物や娯楽ととも

に、もてなしと友好の夕べを楽しみ、デンマー

クの言葉でヒツジ(hygge) と呼ばれる、 「打

ち解けて和気あいあいとした時間」を過ごして

みませんか。

･国際大会ワールド･カップ・ゴルフ、

6月8日（木）～9日（金）

ゴルフに関心のあるロータリアンは、二つの

マスター･コース、 18ホールでコンペに参加する

ことができます。このゴルフ場はスウェーデン

でも最も美しく評判の高いリゾート地の一つ、

レードヒェーピング(L6ddek6pinge)という海
辺の街にあるレードヒェーピング・ゴルフ．ア

ンド・カントリー・クラブの中にあります。

･スウェーデン・ナイト、 6月13日（火）

忘れがたい夜を飾るのはスウェーデンの著名

人や芸人たちによる公演です。その後、仮想映

像による観光ツアーによって、北国ユッカスヤ

ル発祥で世界最大のかまくら「アイス･ホテル」

を見ることができます。この仮想ツアーの旅は

ラップランドの山々を抜け、ストックホルムの

豊かな島々を通り、マルメで終着点を迎えます。

旅の後にはスウェーデンのバイキング料理、伝

統的な飲み物、音楽、四大祭りの祝賀を楽しむ

ことができます。

･国際大会ヨット・レース、 6月10日(土）

デンマークとスウェーデンに挟まれたオスア

ン海峡の海上、風の状態はヨットの帆走に最適

です。ロータリアンの挑戦者と観客は、コペン

ハーゲン北のスコウスホーズ港に集合し、 1対

1のヨット対決を一日中楽しむことができます。

へ

･チボリの一日、 6月10日(土）

コペンハーゲンの中でも人気の高いチボリは

ロータリーの祝賀の場として、また家族の憩い

の場としても最高の場となります。ここでの行

事は昼食会、夕食会をはじめ、北欧の著名人に

よる演奏や公演、交響楽団、パントマイム劇、

そして終わりの締めくくりにはロータリーと国

際大会のロゴを夜空に飾る花火が打ち上げられ

ます。

マルメでノーベル賞夕食会

年に一度ス!､ツクホルムにて開かれるノーベ

ル賞授賞式晩餐会を再現した夕食会が開かれま

す。ロータリアンは、この名誉ある晩餐会で使

用された本物の磁器とリネンで夕食をとること

ができます。

ノ、

次回例会 平成17年11月1日（火）
誰演“盲導犬ユーザーとしての私"~

財団法人中部盲導犬協会盲導犬総合訓練センター 広報員佐藤洋子様
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