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ロータリーを祝おう
100年の歩み

CELEBRATEROTARYNo. 34

〃〃ん"渉散 2004~2005年度RI会長ｸﾚﾝE.ｴｽﾃｽ･ｼﾆｱ~~~ ~ ~~
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;第1088回 平成17年5月24日(火） 鼬
蜂智声読些‘債ｼ……響侭響罹…響侭蟄…侭智歳一声…‘農4,‘債難勢,‘羨鷺必

|鈴木(理)会長挨拶’
万博例会も無事終わり、幹事始め親睦活動と設営の

方々にはご苦労をお掛けしました。心配された混雑も

あまりなく天候にも恵まれましたが広大な会場内を散

策した私はいささか疲労が残っております。

さて先日地区協議会に出席しましたが、常々感じる

ことは各委員会で問題点や疑問点は提起されますがそ

れらに対する具体的な解決法や指導法については示さ

れていないような気がします。現在も職業奉仕につい

ての本来の在り方がよく理解出来ませんが私なりの考

えを申しますと万博例会で体調の悪くなられた会員に

和田君が適切な対応で処置を、又、別の会の折には樫

尾君、渡遜君が駆けつけて対処して下さるなど身近な

医師の存在を有り難く感じました。萩原さんは万博で

愛知県館の内部に花の飾りつけを担当され来観者を和

ませ、山本眞輔君は広小路通り沿いに多数の造形作品

を置き街並みの美化推進に協力される等、各人が己の

職業を活かし利益を求めず人々に安心と安らぎを与え

ることこそが職業奉仕の基本かと思う次第です。

｜地区協議会報告｜
囹竹内克豐君（本会議について）

5月8日、快晴の中ウェスティンナゴヤキャッスル

にて高橋治朗ガバナーエレク|､の点鐘で開始。西尾R

Cの杉浦会長よりホストとして歓迎の言葉。ガバナー

他特別出席者の紹介、分区ごとに各クラブの紹介と総

勢1655名の出席報告があり、大島宏彦ガバナーより方

針として掲げた国際博ロータリー館など業績を果たし

てきた旨の報告の後、ガバナーエレクトより「新しい

年度の目標」の説明ならびに挨拶があった。

1． 「超我の奉仕」の具体化

2月22日、 100周年を祝う行事が執り行なわれたこ

と。ロータリーは第2世紀の最初の年を迎えることに

なる。ステンハマー次期RI会長の掲げられた「超我の

奉仕SERVICEAboveSELF」について新しい言葉で

はなく1911年すでに提唱されており｢Not｣ではなく

[Above」というところに哲学的意味をもち、これを具

体化しようとした時､毎日の生活の中でそれぞれがロ－

へ

卓話 “彫刻の楽しみ方”

会員 山本展州君

f……響‘爵…響先週の記録侭響侭響侭響侭響哨
;第1087回 平成17年5月17日(火） 晴；
鳴率………響‘篇……響‘黄，……些侭…琴侭……塔,侭拶

園"奉仕の理想”

|樫尾君会葬お礼挨拶
先日の母の葬儀にはお忙しい':I:! 、御会葬頂きありが

とうございました。

母はロータリーに尊敬の念を抱いており、私が竹内

先生の推薦を受け入会致しました時は非常に喜んでく

れまして、その年のX'マス会に出席させて頂いたこと

は本人にとりましても楽しい思い出となったようです。

社会活動にも穣極的だった母からは常々社会奉仕を

するようにと教育を受け、私もクリニック、医師会、

ロータリーなどを通じて母の遺志を継ぎ社会へ奉仕し

ていきたいと思っておりますので、今後ともよろしく

お願い致します。

へ

画出席報告

会貝

出席率

前々回

64(56)名 出席 ‘13名

76.79％

4月26日（修正出席率） 89.09％

｜三好幹事報告’
1．本日例会終了後、臨時総会を開催致しますので、

全会員お残り下さい。その後、理事役員会を開催致

しますので理戦役員の方はそのままお残り~ﾄさい。

2．受付･にロータリー館で頂いたビジターカードが置

いてありますので、万博の記念にお持ち下さい。
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タリーの基本に帰るということではないかと結ばれた。

このほか、ステンハマー氏は次から次へ手を出すので

はなく、 まずはポリオ撲滅を目指し、 また「水資源の

保全」として全世界で10億人以上が安全な飲料水を確

保できず年間200万人が水にまつわる原因で死亡、 「識

字率の向上」は全世界で8億人の非識字、 うち2/3が

女性でlig3000万人が就学不可という現状にも引き続

き取り組むように要請された。

日本にいるとなかなか実感できない部分ではあるが

常に世界に目をむけるということなのかもしれない。

2．会員増強と退会防止

一年間で各クラブー名の純増が目標

り3～04で674クラブ増加、 16487名増員、 24500名退会、

8013名減少､'02～'03より減少率は低下したものの減少

には変わりない。アメリカにおける退会理由は死亡

13%、健康6%、転職12%、転居30%などとあるが、

奉仕活動が活発でないことが大きな要因と考える。人

口比率でみたときスエーデン0.3%に対して日本0.1%｡

ライオンズクラブにも触れ、愛知700万人でロータリー

5400名、ライオンズ6000名とのことであった。ただし、

会員増強のみに走ると昨今交換留学生の海外での性的

虐待問題も生じており注意が必要であると結ばれた。

3．愛・地球博の成功

ロータリー館の有効利用による成功がイコールで繋

がればと考えている

4．公共的イメージの向上

RIとしてアピールを促している

日本人的思考である「黙して語らず」ではなく、財団

における活動、地区毎での地域への貢献は積極的にア

ピールしてほしい。 このところ立て続けに起きている

大企業の不祥事も倫理観をもってみる必要がある。

続いてガバナー引き継ぎがあり'05～'06地区大会の

案内が豊田西RC鈴木会長エレクトより行われ､10/22,

23の概要、市町村合併による新生豊田（足助を含む）

をアピールされた。

次期地区協議会ホストの名北RC横田会長エレクトよ

り平成18年4月16日、 ここキャッスルにて執り行なわ

れることが発表された。

豊島徳三ロータリー館館長よりロータリー館の現状

などが楽しく紹介された。 2ig9000万円の寄付が集ま

り建設費に2億円。職員の時給などの高騰に伴い引き

続きの寄付を募られた。現在60回の例会、 69クラブが

利用。海外を含めたメイクアップ1390人を加えれば

5/8で6000人を超え、豊島館長自身は38日出勤、Only

Oneを満喫？うち27回の卓話を引き受け本日も常滑の

夜間例会で卓話をするとのこと。 6/30のロータリー

デーの催しに関しては現在考慮中だそうです。周りの

池のボウフラ、環境保護を考慮した駆除の方法はない

のでしょうか？もっかの悩みだそうです。

囮二村聰次年度幹事（分科会について）

私は魚津会長エレクトと第一分科会の次期ガバナー

による「活動方針」に関する勉強会に出席いたしま

した。

開会の言葉に続き、大島宏彦ガバナーより 「主題の

説明」があり、続いて高橋治朗ガバナーエレクトより

RIテーマ「SERVICEABOVESELF』「超我の奉仕」

を掲げられ、識字率の向上・水資源の保全を取り組む

ように要請がありましたが、非常に観念的なテーマで

あり具体的な行動指針を示すのが難しい、 また識字率

の向上・水資源の保全についても日本に於いてはその

完成度を考えるとどんなことが出来るのか疑問があ

る。と述べられ地区方針としては「超我の奉仕」を

ロータリー活動に於ける行動の切っ掛け、動議付けと

して理解して頂きたい旨の要請があり、具体的な目標

はやはり 「会員増強と退会防止」でありました。

囮渡邊源市君（分科会について）

私の参加した分科会は新会員向けのセッションで

ロータリーの基本理念、運営方針などについて油田さ

ん、竹内さんと共にご指導を受けてきました。

初めに地区研修リーダー太田賢太郎パストガバナー

よりロータリー発足の経緯から100年の歴史の中で考

え方や運営方法が変遷してきたことについてと2世紀

目を迎えるに当たり今までの単年度主義から継続性を

持った活動へシフトしていこうとする動きについての

お話があり、それがひいては後継者育成とクラブ拡大

発展へのキーになるのだという点を強調され、同時に

この100年に積み重ねられ培われてきた先人たちの努

力と業績のうえに現在のクラブがあり我々がいること

を説かれ、ただただ時代の流れに呼応した近視眼的な

ものの考え方、行動についてはロータリアンとしては

いかがなものかというご意見もいただきました。

その他、 ロータリー活動の基本である、親睦・奉仕

について担当リーダーからそれぞれお話しをいただき

ました。奉仕については職業奉仕、社会奉仕、国際奉

仕といった観点から識字率向上、エイズ対策支援、財

団活動など幅広く紹介、ロータリー活動が世界規模で

展開していることを改めて感じました。特に岡崎城南

クラブの国際奉仕の取り組み例としてミャンマーで毎

年一人の医学生育成援助をしていること、そこからさ

らに図書館建設へと発展していることが紹介され、 ク

ラブごとに個性的な活動をしていることが良く分かり

ました。

途中、大島ガバナー、高橋ガバナーエレクトが参加

され激励のお言葉をいただいたり、女性会員増強を話

題とした質問や、例会出席義務への質問などで会場は

盛り上がる中、時間となりました。

翻って当クラブを考えますと女性会員も6名を数

え、それぞれがご活躍の方ばかりで良い意味で派手や

かなクラブであります。 クリスマス会、書道教室、

リース作りを始め例会以外にもたくさんのご家族が参

加され、親睦という面では本当に足元を大事にしてい

ることを感じます。また大谷さんが次期地区国際奉仕

委員長を拝命されましたことに代表されるように、奉

仕の方向は世界も視野に入れたものとなっています。
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なく自然との共生・環境保全こそが人類平和の最重点

として開催されていることが何よりも素晴らしいこと

であると思います。例会後は時間の許すかぎり会場を

回って楽しんで頂きたいと思います。

いかんせん少人数で多忙な方の集まりですから目に見

える行動は地味かもしれませんが、確固たる志はクラ

ブ全体に浸透しており当クラブ独自のムードになって

いると感じています。歴史に学ぼうとすれば昭和57年

当時の先輩たちの話を気さくに聞くことができるのも

千種の特徴かと思います。事務方の献身的な支えも

あって今後とも一層の発展を望みたいと思います。

囹講演“環境万博と万博日本庭園の庭造り”

（有)野村庭園研究所代表取締役野村勘治様

（紹介伊豫田君）
－臨時総会一

1．国際博覧会協力金の件

2．理事役員の変更の件

※全会員に承認されました
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囮5月度理事役員会議題

1．新入会員候補者承認の件

2．出席免除・休会者の年会費の件

録侭豊'…嗣壜'侭響病笥

桧） 晴；
リー館） 別
,型‘積’昼j‘喬錘,侭些‘領ｼ基,示狸轟必邑)【冠邑』【蒄冬》侭些【冠雪侭

鈩罎』同…'；琴示'…響先々週の記

;第1086回 平成W年5月13日
訓 万博例会（ローダ
噂蒲智‘表ｼ塁』‘漬ｼ智辰ｼ啓示,ご記ご辰ﾂｰ‘喬邑,侭起病ごボラ淫』《掲

万博の目玉パビリオンの一つである「サツキとメイ

の家」の参道になってしまった感のある日本庭園は殆

ど全ての施設が撤去を前提として造られているのに対

し、未来永劫に残すべく計画された唯一の施設です。

因みに大阪万博のシンボルとも言える「太陽の塔」

はその存在感ゆえに残されたもので本来は解体される

予定で協会が永久展示として計画したのは今も記念公

園の一角に広がる日本庭園であったことを知る人は少

ないでしょう。前回は「人類の進歩と調和」をテーマ

の象徴として、今回は「自然の叡智」に学ぶ環境万博

の象徴で、その位置づけは異なります。庭は環境を大

命題とし自然と共生・自然に優しい庭造りを縦糸に万

博本来の課題である未来性と愛知の風土、歴史を横糸

に織り込むというもので若干欲ばり気味のコンセプト

を庭にするのは大変でしたが水の様々な姿を表現する

ことでプランは纏められました。水は環境問題の中で

も象徴的存在と同時に古今東西において庭の主役は水

であるといっても過言ではありません。万博の日本庭

園は大気に沸き出ずる霧に始まり滝となり流れとなっ

て大海へと至る水の生々流転の様々な姿の中に求めら

れるコンセプトを表現しました。その工法はコンク

リート等の自然に負荷を与える近代工法は極力排除し

温故知新の自然に優しい古典的庭園造りです。一方自

然と共生する庭として人との好ましい関係を構造的に

も景観的にも形成する為、唯々自然に平身低頭するの

ではなく少し里山の森に手を加え林床に日差しを入れ

自生するコバノミツバツツジが咲く林へと導きまし

た。数年後には庭は自然の中に埋もれるでしょうが、

それは周辺の山々の果てまで拡がることでもありま

す。人と自然の好ましい関係を象徴する日本庭園は真

の「愛・地球博」の理念を未来永劫に伝えるものと私

たちスタッフー同は信じて疑いません。見頃は四季そ

れぞれ甲乙付け難いのですが時を重ねるに従い魅力が

相乗的に増すのが日本庭園です。千年来の技法に学び

千年後に万博のメッセージを伝える、それが「愛・地

球博」日本庭園です。

へ

囮"君が代” “奉仕の理想”

囮出席報告

会員 64(54)名 出席 40名

出席率 7407%

前々回 4月19日（修正出席率） 92.73％

囮ビジター紹介

名古屋東ロータリークラブ 水野茂生君

囹ケスト紹介

（有)野村庭園研究所 野村勘治様

愛知厚生年金会館 板羽稔直様

愛知厚生年金会館 江木大作様

囹ビジター数(5/10) 41名

｜三好幹事報告’
1．次回例会終了後、臨時総会を開催致しますので、

全会員お残り下さい。その後、理事役員会を開催致

しますので理事役員の方はご予定下さい。

｜鈴木(理)会長挨拶｜
楽しみにしておりました万博に今回はロータリー館

での例会として訪問できました。

本日は日本庭園を手がけられた野村勘治様に後ほど

環境に優しい庭園造りの裏話などとっておきのお話が

伺えること楽しみにしております。

またビジターに水野茂生君ようこそ。そして会場の

設営に厚生年金会館から板羽君と江木君にお手伝いに

来て頂いております。

さて、世界最初の万博とされる「ロンドン国際博覧

会」が1851年に開催されてから今日まで常に世界各国

が自国の最先端の産業技術を披露し人類の輝かしい未

来を競い叡智を誇示する祭典であったようですが、今

回の「愛・地球博」は産業技術・物質文明重視のみで

へ
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轍鞭鞭””“愛･地球博””轍､ツハ費鞭
|三好幹事報告’

鍵
野村氏の手掛けた日本庭園を散策し、茶室に立ち

寄ったり、草木や巨大な石の配置された庭を歩き、緑

を満喫。展望やぐらからは池や庭が一望出来、自然の

景観を楽しむグループも。

l.本日例会終了後、クラブアセンブリーを開催致し

ますので現・次年度理事役員・各委員長は百合の間

にお集まり下さい。

2．次回例会は13日(金)万博例会となっておりますの

で10日(火)の例会はございません。

3． 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。

|鈴木(理)会長挨拶’
昨日のJR西日本による尼崎列車脱線事故での模様

はニュースで伝えられております通り多数の死傷者が

出ており不幸にもお亡くなりになった方々には謹んで

お悔やみを申し上げますと共に心からご冥福をお祈り

申し上げます。また怪我をされました方々の一日も早

いご回復をお祈り申し上げます。

まもなくゴールデンウイークで、 10連休というとこ

ろもあり愛知万博や各地へ国民の大移動が予想されま

す。

皆さんも万全の注意を払って楽しくお過ごし下さい。

f…ご…歳些侭智先々々週の記録…侭罪竪病些侭笥
$第1085回 平成17年4月26日(火） 曇り；
噂一貢-…戸…‘豊病竪,…戸……些歳羅聖辰,雪‘震羅聖示ｼ………』

囮"それでこそロータリー”

囮出席報告

会員 64(55)名 出席 38名

出席率 69.09%

前々回 4月12日（修正出席率) 92.86%

囮5月会員誕生日

小山雅弘君（5／15）

へ

QCQCQeeQ友愛の日@CCCCCCC

囹乾杯 第18代和田正敏会長

'一
一
一廃ヘハ･へ'ﾍ･へ''ゞ'、'、へへ'、/、'…へ'ゞ'ゞ‘

〉

〈 （5/17分）
；樫尾 富二
？ 母の通夜・葬儀の折には
くい中、ご会葬いただきまし
；がとうございました。
ミ山本眞輔
； 日動画廊で個展を開催中
〉 ご高覧いただければ幸い
I鈴木理之
ノ －ﾁ言画君今埠圭二4件＝）一

〈 （5/17分）

、ハ･へへへへへへへへへへへへへへ'ソ
〉

"壬孟：蕊登棄琵
親．成田 良治；

臺篝:騒間曼燕
正男・舎人経昭〉
常義・和田 正敏2
源市・吉田 節美；
らのいい青空です 〉

鴬 ；
〉

義春・澤田 淳治ミ

正男・鈴木理之；
眞三・舎人経昭〉
正敏・吉田 節美《
玄 <

〆

､会を記念して 〉

；
経昭．魚津常義＃
正敏・渡邊源市〈
英次・吉田 節美＃
]G･Wを! ! <
正史 〈

′

匝生日祝い 〉

蟄胤,．､澤田淳治；

雲唾一睡；

萩原喜代子 黒須アイ子・牧野登志子
；樫尾 富二 4月29日～5月8日まで｢愛･地 松永 正史・宮本光久
？ 母の通夜・葬儀の折にはお忙し 球博｣長久手会場でフラワーショー 三好 親・成田 良治
くい中、ご会葬いただきましてあり 「花の惑星」が開催されました。 西川 豊長・佐久間良治
；がとうございました。 エレガントブーケは「ママあり 笹野義春．澤田 淳治
ミ山本眞輔 がとう！」のディスプレイをご披 鈴木正男・舎人経昭
； 日動画廊で個展を開催中です。 露しました。 魚津常義・和田 正敏
〉 ご高覧いただければ幸いです。 楽しい思い出になりました。 渡邊源市・吉田 節美

／ 在田君､色々お世話になりま纈溌：溌霊雲 小瀞ち臘管空です
二村 聰・池田 隆 会員誕生日祝い

'小坂井盛朗 池森 由毒伊橡田博明 松驫記蕃ふい ’ 6亮伽｜;て鐸騨声り､理事会欠艤きせ 加藤重雄・菊池昭元小林 明・小杉啓彰

; (5/13分） 池森 由幸・伊藤三津子 笹野義春・澤田 淳治
;名歸裏鴨I粥ま唇生君 加藤重鯉小林 明 鈴木正男‘鈴木理之小杉啓彰・小山 雅弘 竹内 眞三・舎人経昭

;佐久間良治 小坂井盛朗・久野峯一 和田 正敏・吉田 節美
、 1ヶ月ホームクラブを御無沙汰 黒野 貞夫・松居敬二 吉田 玄
〈していました。 宮本光久．三好 親 万博例会を記念して
:油田 弘佑．足立一郎 水谷祥督．西川 豊長

｜ 合計 ｜

錘喜堯享:蒄菖 躍 昊奎瀧:蕊識 | 47400円 ’

;曇撰鷆電亡、…妻菫薑雲驚｡菫臺 嘉皇‘“蕊‘‘蕊蕊
メ 棄醗袰潔悶鮮菫莫艫を 索蜑井蕊：薑禁光久 松永 正史
＃て頂きます。 宮尾紘司．三好 親 夫人誕生日祝い

;小羅活羅長としての"・蕊雛:灘議大熱認暑淵､＝田舎壽治，;討が粥しず姓て嘩； 篶棄霊:繍躍 ，“000円 ，
くへへへへへへへへへへ～､へへへへへへへへへ,、ﾍﾍﾍ,、,、へ,､ヘヘヘヘヘヘヘへ,、ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ～、ﾍヘヘヘヘヘ

へ

｜次回例会 平成17年5月31日(火） 友愛の日
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