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り変わってまいりました。

そこで、現実と将来を見て今後クラブが今以上に発

展していくための談論がなされる委員会を設けてはと

個人的に考えており、具体的なことは皆様と相談をし

て次年度の山本氏にバトンタッチが出来ればと思って

おります。

何とぞご協力をお願い致します。

f響＝侭智侭琴…きようの例会歳碧侭‘曇'‘詩;鑿，侭碧哨
$第1125回 平成18年3月7日（火） ；
県彗毒侭…智侭…響侭彗＝…侭雲忌率率智侭響‘漬’饗,『辰窪,局』
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一 "仕事で学んだこと” 会員川端圭さん

"中国の諸事情” 会員林正路君

"なぜ愛知厚生年金会館の存続なのか”

会員紺矢寛朗君

f…些侭……響先週の記録侭………琴噌
$第1124回 平成18年2月28日(火） 曇＄
壌智侭些病響‘漬ｼ:蟄痘智侭響‘売淫,念響侭些戸淫,‘震ｼ淫,侭響念響侭‘聖《震’響億基,侭必

世界ローターアクト週間

（3月13日を含む1週間）

(WorldRotaractWeek)

1993年､RI理事会はRAの創立25周年を記念して、

3月13日を含む1週間を「世界ローターアクト週間」

に指定しました。

各RCには､地元のRACとの共同プロジェクI､や、

親睦活動に参加するよう、呼びかけを行っています。

参加により、ロータリアンは、ローターアクターから、

若いエネルギーや新しいアイディア、労力を得ること

ができますし、ローターアクターは、ロータリアンか

ら深い知識や経験を学ぶことができます。

囹“我等の生業”

囮出席報告

会員 57（54）名 出席 43名

出席率 79.63％

前々回 2月14日（修正出席率） 88.68％

画3月会員誕生日

奥本文也君（3／6） 舎人経昭君(3/19)

竹内眞三君(3/20) 成田良治君(3/21)

池森由幸君(3/30) 水谷祥督君(3/30)
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'二村幹事報告’ ローターアクト

(Rotarct RAC)

｢ローターアク|、 (RA)」の名称は、 「ロータリー」

(Rotary) と「行動」 (Action)からきています。

ローターアク|､クラブは、 18～30歳の若年成人を対象

に、奉仕を志向する市民と指導者を育成するため、

ロータリークラブが提唱する世界的な団体です。地域

社会を埜盤とするRACと大学を基鯉とするRACがあ

り、少なくとも15人の創立会員でスタートすることが

望まれています。

1． ロータリーの友が来ておりますのでお帰りにお持

ち下さい。

|魚津会長挨拶

皆さん今日は

明日から3月となり今期も残すところ4ヶ月、私も

千種クラブで18年の在籍となり、現在会長という立場

になり考えますには2年後に25周年を迎えますが今期

水野創立会長がお亡くなりになり取りまく環境はかな
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ロータリーの友より 王二二＝二一三＝二P一判 山一刺 陣一切 p'

公共イメージの向上は|際立った関心事の一つです。
ロータリーを話題に

ぃとまがないロータリーの活動枚挙に

親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、私が国際

ロータリー会長として、会長年度中の旅行計画を立

てた際、多くのロータリアンたちに会うには、イン

ターシティーミーティング(1M)が一番いい方法

だろう、という考えに達しました。私はクラブに、

同じ町や地域で開いているそれぞれの週1回の例会

を、夜の合同例会に変更するようお願いしました。

私は基調講演を引き受け、行事の前後にロータリア

ンと歓談したいと申し出ました。私はこれまで会長

が訪問したことがない、あるいは長い間訪問してい

ない地域を訪問することも計画しました。

ロータリアンの考えを知る

私はこれらの例会に大きな期待をかけていました。

このような例会を数多く経験した今､私はこの方法

が私の期待をはるかに超えたものであったといわな

ければなりません。ロータリアンとその配偶者は私

にとても親切で､感謝してくれました。彼らは両手

を広げて私を歓迎し、私と話し、共に笑い､最初の瞬

間から私をくつろいだ気分にさせてくれました。

私はロータリアンに、私たちの組織の為に優れた

活動を続けるよう、また、あまり活発でない会員に

は、これからはより幅広く活動に参加するよう望み

ながら、 これらの1Mに出席しました。私は主に国

際的な観点からロータリーの話題を提供しました。

そして、私は皆さんの話を聞きました。

話を聞きながら、私はロータリアンたちがロータ

リーの指導者に何を求めているかが分かりました。

これは私たち全員にとってとても価値があります。

というのは、RI理事会メンバーが理事会室でいい

仕事をするためには、ロータリアンたちは私たちに

何を求めているかを、メンバーそれぞれがよく理解

していることが不可欠だからです。私が出会った

ロータリアンたちはいろいろな要望を述べますが、

ロータリアンたちの間には、 ロータリーがしばし

ら忘れられているといった強い欲求ぱ報道関係者か

満が存在します。ポリオ撲滅計画をメディアに取不

り上げてもらうといったありきたりのことだけで

は、国際ロータリーは、いつもでないにしても、ほ

とんど忘れられるだろうと思われます。ポリオ・プ

ラスだけがロータリーではありません。ほかにも、

もっと多くの話題があります。

援助がなかったら飢えに苦しむことになる子ども

たちに、毎日の食事を提供しているのがロータリア

ンです。目の見えない人々がデジタル(音声)の世界

；
脚

にアクセスするのを手伝っているの も、ロータリア

ンです。家のない子どもたちのための施設をつくっ

ているロータリアンたちもいます。国際規模の大災

害を援助するのもロータリアンです。途上国の飲み
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水確保に、 井戸のボーリングをしているロータリア

たちもいます。生活向上のための基盤を提供する Xン

ために、人々を教育しているのもローダ’ノァンたち

す。こうした活動は枚挙にいとまがありません。で

公共イメージの向上を

とはいっても、私たちがどんなことをしているか

を人々に知ってもらう、 という面に目を向けると、

私たちはもっといい仕事ができたはずです｡それが、

メリカ・カリフォルニア州のロータリアン、メアア

リー・マーガレット ・フレミング氏（第5230地区）

を委員長として、公共イメージ支援グループを発足

させた理由です。このグループは、ロータリーの話

題を人々に伝えるのを手助けする上で、全世界の

iロータリアンたちに快く受け入れられています。私

は各地での公共イメージの向上も目にしています。

今後もこの取り組みを-'一分に活用し、みんなで超我
へ

』
の奉仕を通じて、国|際ロータリーのすばらしい指導

力を世界中Iご示し続けようではありませんか。
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ゼ和田正敏 笹野 義春澤田 淳治 浅井誠寿堀江宏輝ゼ
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ミがんばってください。 トリノオリンピック選手団の皆 結婚記念日祝い 〉

#足立 一郎 二村 聰 様お疲れ様でした。 油田 弘佑吉田 玄ﾗ
ﾒ萩原喜代子伊藤健文 荒川静香選手 夫人誕生日.結婚記念日祝い ；
；川端 圭 小林 明 金メダルおめでとう！ 加藤重雄松居敬二；

〉

；紺矢 寛明 小山 雅弘 池森 由幸奥本文也 魚津常義 ＞

;小坂井盛朗 黒須アイ子 竹内 眞三 金ﾒﾀﾙおめでとう！ ′＞
メ宮尾紘司 三好 親 会員誕生日祝い 夫人誕生日祝い ／〉

唯久餓”~” ． ≦員誕生日繩記念圖祝“ ゞ人誕生珊" ！
；西野 英樹 大口 弘和 舎人経昭 森幸一
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次回例会 平成18年3月14日(火） 警察・消防艇良職員表彰
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