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最終夜間例会 於：松楓閣 薊別

蝶;ご病智侭謬侭響侭琴‘損ｼ淫,侭響侭響命轡‘債ｼ些侭響侭基,‘震ｼ謬侭響《領ｼ智侭琴侭必

f…碁，‘祷智＝伝湾先週の記録侭…響侭製一戸篭
:第1137回 平成18年6月20日(火） 晴＄
農…巻,侭響侭智侭湾‘債’…琴侭…智侭饗病葬些＝侭窒,侭筌,‘髭…必

でありました。

まあ私なりに誠心誠意一生懸命やった稜もりです

が、その間にも社会情勢は猛烈なスピードで変化し

ており、後何年か経って振り返して見ますと私共は

大変なll寺期を過ごして来たなと思う事が有るかと思

います。

会長になって始めて世間はロータリークラブという

事に対しての考え方が非常に変わって来たなという事

を実感致しました。鈴木直前会長が最後のごあいさつ

でこのクラブはバブルの好景気時代に出来たもので、

クラブの形態も少しずつ変えていかないとというお話

がありましたが正にその通りであり、色々と改革が必

要であると感じております。 7月からは山本会長、吉

田幹事という強力な布陣で新年度が始まりますが、い

つまでも結束して社会に役立つロータリークラブとし

てこの地の理の恵まれた千種区という地盤を利用し

益々の発展をして戴きたいと願ってごあいさつとさせ

て戴きます。

⑧②②曾診②、②友愛の日eeeeCee@

へ
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窪出席報告

会員 59（57）名 出職 45名

出席率 78.95％

前々回 5月30日 （修正出席率) 92.98%

'二村幹事報告’
l .次回例会は今年度最後の夜間例会で午後6時よ

り松楓閣にて開催いたしますのでお昼間の例会

はございません。

|魚津会長挨拶
へ

皆さん今日は。

本日は実質的に次週の夜間例会を残しこの例会場で

のご挨拶は最後になります。 1年間は早いもので、思

い返して見ますと天から降って来た様な会長の話であ

りました。私は毎日の様に党王山日泰寺へ参りまして

30分位雑談をして会社に出勤するのが日課になってお

りまして丁度車が日泰寺に着いて車から降りようとし

た時に小艦井元会長から電話が入りまして会長になっ

て来れというお話を早'．に申され私がはっきりと返事

をしない間にこれで決定ですねと云われ、後で大変な

事になったと思っていたのでありますが、あっという

間に過ぎた様に思います。

今年度は特別に行覗が無く安心しておりましたが

思わぬ事が起こるもので水野民也さんに始まって大

谷さん、池田さん、成田さんと永く当クラブの中核

となって見えました方々が亡くなられ更に石黒さん、

田部井さん等の幹蔀経験者が退会され、二村紳事と

顔を見合わせてどうなるのかねと思っている1年間

囹乾杯 吉田SAA

囹現・次年度合同理事役員会議題（6／6）

1 . 2005～2006年度（仮）決算報告の件。

2．新入会員候補者の件。

3． 2006～2007年度夏季家族会案内の件。

4. 2006～2007年度職場例会の件。

5．事務局糖勤手当ての件。
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》会長テーマ 本紙は再生紙を使附しております。
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会員の皆様、お元気ですか。 この一年間は同期 1953年5月29日、英国のハント隊の一員としてネ
のガバナー、地区幹事・副幹事、役員、ガバナー パール人のテンジンの案内で8,848mのエベレスト

補佐、各委員長を始めパストガバナー等、想定の （チョモランマ)の初登頂を成し遂げた彼は、 1919
範囲外の方々にもご支援ご協力していただき、 6 年にニュージランドのオークランドで生まれて今
月を迎えることができましたこと、心から感謝申 でもそこに住んでいますが、若い時から当地では
し上げます。本当に有難うございました。 有名な冒険家であり、マウントクックに何回も
昨年は、愛・地球博の開催中に大島さんから（ 登って訓練を種んでいたということで、 ここに銅

トンタッチされ、ガバナー公式訪問も万博の公式 像のある理由が分かりました。 この山は南島の中
行事と重ってしまい、ご無理をお願いして合同例 央山脈にあり、南極大陸プレートとオーストラリ

会が多くなってしまいました。全クラブを訪問す ア大陸プレートがぶつかって出来たのがこの島と
ることが出来なくて申し訳なく思っています。 し 山脈です。今でも2つのプレートが押し合って、

かし2,205万人が来場した万博では、我々2760地区 山頂は少しずつ隆起しては風化崩落し、富士山よ
のロータリアンと国内有志の方々の寄附によって り22m低い3,754m(位)になっています。
建設・運営されたロータリー館は、迎賓館の向か ニュージランドは人口410万人に対して羊4千

い側という立地条件の良さもあって、 ロータリア 万匹(多い時は7千万匹)、牛’千万頭という牧畜
ンだけではなく一般の来場者や万博協会が主催し 主体の大変のんびりとした人情味のある国のよう
たセミナー等にも幅広く利用されて、延べ2万人 です。 ヒラリー卿もネパールのシェルパ遠の生活
以上の来館者を数えました◎百周年行事にふさわ 向上を願って募金活動をして、昔の協力に報いる
しいものとなり、 また協会からも大変高い評価を 運動をしているといいます。来期のRI会長ウィリ
受けて良い思い出となりました。特に、豊島館長 アム（ビル)B･ボイド氏もニュージランド出身で

K行事と菫ってしまい、こ無埋をお願いして合|可1列 央山脈にあり、閑睡大陸プレートとオーメトブリ

;会が多くなってしまいました｡全クラブを訪問す ア大陸ﾌﾚｰﾄがぶつかって出来たのがこの島と
K ることが出来なくて申し訳なく思っています。 し 山脈です。今でも2つのプレートが押し合って、
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-~一一‐ ロータリーの友6月号より四大奉仕部門 －－~一一一蕾～一嵩～－－～一一-一一一～-~
（）
(） 「四大奉仕部門」 とは、 ロータリーの目的の4つ うな活動に関係するものです。それはしばしば、若
(）の要素クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉 年層や高齢者や障害者、その他の人々で、より良い
(）仕を指しています。 生活への希望を求める源として、 ロータリーに期待

II◆｢ｸﾗﾌ奉仕｣には､ ロータリアンが自分たちの を寄せている人々への援助も､含みます。
(） クラブをうまく機能させるために必要な活動の全て ◆第四部門、即ち「国際奉仕」は、 ロータリアンが
(）が、含まれます。 国際間の理解と善意と平和を促進するために、行事
()◆「職業奉仕」というのは、各ロータリアンが自分 計画と活動を述べたものです。 「国際奉仕」の各種
(）の職業の尊さと有用性を、そのクラブの他の会員た プロジェクトは、多くの国々の人々の求める、人間
(）ちに説明しなければならない時には、良く説明して 生活の必要品や窮状の救済に応えることを、 目的と
IIあげることをはじめとして､就職相談､職業研修” するものです。
(）および職場で高い職業道徳の奨励など、活動分野に そして、ダクターマン元RI会長は、最後に「ロー
(）関連したプロジェクトを実施する際の、 クラブの責 タリアンがこの“奉仕の四大部門”を理解して、 こ
(）任を意味します。 の道を進んで行けば、 ロータリーの目的はさらに大
(）◆「社会奉仕」というのは、 ロータリアンが、自分 きな意味を持つことになります」と上記をまとめて
||の地域社会の､生活の質を向上させるために行うよ います。
(ﾄｰｰｰｰﾃｰｰｰｰﾆｰｰｰﾃｰﾃｰ一宮---房一一岸-虜--ﾃｰｰｰｰﾆｰテーーテー一-一一一夢--虜--ヘテー､-ﾃ･-～-ざ--テーテーテーー夢--夢--富---霞---声李當ﾃｰｰﾆｰ＝雪
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良治・佐野 寛；
淳治・鈴木 正男’
理之・竹内 眞三；
優・舎人 経昭ぞ

正敏・吉田 節美；
玄 〉〉

木が咲営ました 〉
〉

合計 ｜ ：
| 44.000円 |;
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;浅井 誠寿；浅井 誠寿 世話になり有り難うございました 佐久間良治・佐野 寛；
2 京都の帰り新幹線の車窓より 油田 弘佑・足立 一郎 澤田 淳治・鈴木 正男！
； 梅雨深き濃尾莊々もとは海 藤田千津子・服部 正夫 鈴木 理之・竹内 眞三ﾒ
ﾀ萩原喜代子 堀江 宏輝・池森 由幸 谷口 優・舎人 経昭ぞ
＞ 松居さん松楓閻さんが登録文化 伊藤健文・伊豫田博明 和田 正敏・吉田 節美ﾒ
ﾀ財に選ばれましたこと、おめでと 小林 明・紺矢 寛朗 吉田 玄 〉〉
＞ うございますミ 小杉 啓彰・小山 雅弘 合歓の木が咲営ました 〉

；魚津 常義 黒須アイ子・松居 敬二 〉
4 今日はこの例会場では最後のご 宮尾紘司・三好 親 合計 ’ ：
；挨拶になります色々と一年間お 西野 英樹．奥村 彰司 | 44.000円 |;
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44,000円

’’ 次回例会 平成18年7月4日(火） 前年度皆出席者表彰新・旧会長挨拶
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