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3．会員名簿の住所・写真等、変更のある方は締切が

6月6日となっておりますのでお知らせ下さい。

4． 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、元会員菊池昭元氏の奥様がお亡くな

りました。

菊池さんは長い間看病をされ本当に大変だったと思

いますが夫婦として奥様はお幸せであり感謝されてる

と思います。つつしんで御冥福を申し上げます。

今日はフランクロイド氏の設計になるアメリカの

ピッツバーグより2時間余り行った所に数10萬坪とい

う広い敷地に立派な建物でありますライ|､氏の代表作

品といわれ、大変有名であります。

是非一見の111i値ある建物であります。

僻‘祷篝,侭篝'歸智‘漬%蚤，きょうの例会侭……基'侭…篭
聴

:第1136回 平成18年6月6日(火） 副
鶴率響侭………響侭智‘債’‘豐射霜,…琴侭…琴‘債’響侭……響,侭必

講演“カナダの大学はなぜ州立か”

名古屋貿易情報センター所長高橋俊樹様

（紹介萩原さん）

f……罪碆'‘債ﾂ馨， 先週の記録歯……淫，嚴豐'n謬笥
＃第1135回 平成18年5月30日(火） 晴＄

~砿
曝響,侮響侭智‘羨弗当戻’琴歸淫,『長耀,侭砦壼響侭響壼淫,‘長ｼ琴熊澤侭琴‘債’豊‘』髭雲侭雪
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|菊池一人様会葬お礼挨拶
先日の母の葬儀には皆様にご会葬賜り有り雌うござ

いました。

本来であれば父がご挨拶に伺うところですが、腰を

痛めておりまして申し訳ございません。

また、クラブ在籍中には大変お世話になり感謝申し

上げます。

今後もご厚情賜りますよう宜しくお願い申し上げま

す。

囹"我等の生業”

囹出席報告

会貝 59 （57）名 出席 45名

出席率 78.95％

前々回 5月16日（修正出席率) 9107%

囹ケスト紹介

財団法人中部盲導犬協会常務理事杉浦秀雄様

財団法人中部盲導犬協会PR担当 高木のどか様

財団法人中部盲導犬協会PR犬 レイア

囹6月会員誕生日

浅井誠寿君(6/1) 澤田淳治君(6/4)

藤田千津子さん（6／6） 小杉啓彰君(6/11)

魚津常義君(6/11)

伊豫田社会奉仕委員長挨拶

今年度、中部盲導犬協会募金を11月と5月の2回街

頭に出て活動をと考え、少しは身体で奉仕が出来たの

ではないかと思っております。

11月91015円、 5月は95.092円の募金となり当日は

会長・幹事・伊藤副委員長のご協力とわざわざお出掛

け下さいました皆様に感謝申し上げます。

本日は杉浦秀雄様にご出席頂きクラブから支援金を

会長よりお手渡し頂きます。

へ

'二村幹事報告
1．本日例会終了後、臨時総会を開催致しますので全

会貝そのままお残り下さい。

2．次回例会終了後、今年度・次年度合同理事役員会

を開催致しますので担当者はお残り下さい。
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『一一ロータリーの友6月号より一一可

！｝ 皆さんもよくご存じの通り､元国連難民高等弁(，
（）

(）務官である緒方貞子さんは、 日本から2人目、 日 （）

(｝本女性としては初めてのﾛｰﾀﾘｰ財団奨学生で|｜
(）あり、現在も、東京ロータリークラブの名誉会員（）

(）です。 （）
（）

|｜ その緒方さんの回顧録『THETURBULENT(j
IIWWCoWW,"Rehgeegr"9f,!119 {}
lIIm6jが､ 2005年春にニューヨークとロンドン()
(）のノートン社から刊行され、ようやく本年3月下（）

()旬、この英語版をもとにした日本語版の回想録{l
lI ｢紛争と難民緒方貞子の回想』が､集英社から出(）
('版され460ﾍｰｼの大作で､人道援助の最前線かlI
ll ら見た貴重な歴史的証言が詰っています。 （，

||ぁ嘉綴懲難蕊蕊蕊詳窪|｜
()紹介させていただきたいと思います。 （）
(） （）

（）
(|楽しみながらの奉仕活動 ｛，

||ぃ駕課慰驚腰鰯W:||
() らの活動､ｽﾎｰﾂ､ イベントを通じて奉仕が行||
IIわれるのであってもよいのではないでしょうか。 （）
(） たまたま、 『ロータリーの友』 5月号にゴルフ（）

('に関するﾍｰｼがありました｡できれば年何回か(｜
:行われるｺﾙﾌｺﾝﾍのうち一回でもﾁｬﾘ (，
('ティーにされてはいかがでしょうか｡また､ホーII
IIルインワンをされたロータリアンがUNHCRに募()
('金を持って来られ､感謝状をｺﾋｰし贈り物に代II
IIえ､それを知人あてに送られました。 （，
(） 世界に向かっての支援募金の対象は無限です。 （）

('あらゆるところで､企画が生まれてきます｡ただ{｝
||単に募金という名が付くと何となくご協力いただ{）
(' くのが難しいものですが､発想の転換ということ|I
lIで､ "楽しみながらのご奉仕，'にできないもので(，
(） しようか。 （）
(） （）

囹臨時総会

l .特別拠出金（創立25周年積立金）徴収の件。
2. 1M全会員登録会費徴収の件。
全会員の挙手により承認されました。
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錨･瀦毒-2006～2007年度財団奨学生…‘認
#、

＃ 浅香ゆきさんより ；
； お元気ですか?ずいぶんと長いあいだﾒｰﾙを；
;送らず､申し訳ありません。 ＃

舟 私は現在、スペインの北部にある、バスクの街、，

:S""3s"にいます｡昨日､ﾌﾗﾝｽからスサ･ﾍｲﾝに入りました｡イタリア､ﾌﾗﾝｽと､と；
:ても物価が高かったので、スペインにはいり、 |ﾐ| ’
#に見えて物価が安くなり、とても安心しました。：
：スペイン~~ ~そうです、 もうあと2)lil&lで、 3岸辺＃
；への海（第一弾：くつをぬいで）の、スペイン企＃

#画が始まります｡物事がとてもゆっくりと進む国；
魚なので、いまだスペインの大学から、正式な版画＃
;数や展覧会場が知らされていなく、どきどきし：
#~ていますが、楽しみです。 ＃
： トルコから始まった旅も､もうすぐ終わりです｡’
;とても元気に毎日いろいろなものを見て､出来る；
#限り多くの道を歩いています。 ，

ネ お体に気をつけて。 6月のオリエンテーションγ
;~に参加できず、大変申し訳ありません。 ＃

＃ また､ﾃﾝﾏｰｸの大学とは連絡をとっており､；
:現在大学の寮の申請をしています。 ，
； とても、とても楽しみです。 *
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節美吉田 玄；
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； （5月30日分）
?名古屋東RC菊池一人す;名古屋東RC菊池一人君

池森 由幸
川端 圭
紺矢 寛朗
小坂井盛朗

松居敬二
西野英樹
大口 弘和
佐野 寛

鈴木 正男
竹内 眞三
和田 正敏
山本英次

吉田 節美吉田 土＞

盲導犬レイヤ君PRお疲れ様で；
~、 ､
す ／

魚津常義 ゼ

盲導犬レイヤ君PRお疲れ様で＃
す。 、

ノ

ノ

会員誕生日祝い ＃
浅井誠寿小杉啓彰；
澤田 淳治 §

／

会員誕生日祝い 、
岡首"壁臺羅發…I合計｜ ＃
芙入誕鼈日税い | 69,000円 | ;

、
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林 正路

加藤重雄
小林 明
小山 雅弘
黒須アイ子
宮尾 紘司

奥村 彰司
佐久間良治
笹野 義春

鈴木理之
舎人経昭
渡邊源市

〉 母の葬儀ではお世話になりあり

;がとうございました。
？後藤滋巳
； やっとこれました
2伊豫田博明
； 社会奉仕委員会中部盲導犬協会
2へのご支援ありがとうございまし
；た
ゼ油田 弘佑 足立 一郎
;二村 聰服部 正夫
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次回例会 平成18年6月20日(火） 友愛の日
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