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名古屋千種ロータリークラブ

承認 1982年8月24白
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ております。第2650地区はWCS活動の一環としてカ

ンボジア、ネパール等毎年継続して行っています。

このように世界各地の活動により地球上で99％が撲

滅され最雌関の残り1％の撲滅を目指し、国際ロータ

リーは2005年のロータリー100周年記念までにポリオ

完全撲滅を果たそうとしています。

なお、千種RCとしては2003年度地区に分担金とし

て会員1人150ドル×人数分を支払っています。
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囮"奉仕の理想”

囹斉唱 “四つのテスト”

囮出席報告

会貝 65(54)名 出席

出席率 74.07％

前々回 』1月13日(修正出席率）

圏5月会員誕生日

小山雅弘君(5/15)

｜小坂井会長挨拶｜
東名古屋分区環境活動

クリーンキャンペーンのご案内

環境保全委員会の地区事業として束名古屋分区では

久屋大通公園を清掃します。兎角ライオンズCは汗を

流す奉仕を良く行い、ロータリーCは金は出すが、汗

を流す奉仕はしない、と云われます。僅か一時間では

ありますが清掃奉仕の機会を得た事を感謝し、私も家

内帯同参加しますので是非多数の参加を頂きますよう

お願い致します。

40名

96.30％

|舎人幹事報告’
へ

l .次回(5/11)例会終了後、クラブアセンブリー

を開催致しますので、今年度・次年度の理事役員、

各委員長はお残り下さい。

2． ロータリーの友と1M記録誌がきておりますので

お帰りにお持ち下さい。

と き 2004年5月30日（日) 9 :00~

集合場所オアシス21 (地下）

消掃場所久屋大通公園（桜通～若宮大通の間）

タイムスケジュール

午前8:30～ 受付

9:00～9:10開会･セレモニー(ガバナー挨拶）

9:10～10:10清掃活動

10:20～ オアシス広場にて閉会・解散

※雨天決行です

Question&Answer

〔質問〕「ポリオ・プラス」とは

〔回答担当者西川豊長〕

国際ロータリーは1985年2月ロータリー創始80周年

に当たってポリオ・プラス・プランを発表しました。

日本国内では募金総額40億円を最終目標としてキャン

ペーンが始まり5年間で目標額をはるかに超える約49

億円を集めました。

募金と並行して日本のロータリークラブの会員は世

界各地で実施されているポリオワクチン一斉投与に何

度も参加しています。非ロータリー国の中国にも行っ

連絡先のお知らせ〆

・2004～2005年度ガバナー事務所

TELO52-222-2760 FAXO52-222-2778

・地区事務所

TELO52-541-2760 FAXO52-541-0500

・ロータリー館事務局

TELO52-541-2005 FAXO52-561-6100
、

、
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会長テーマ 「初心に戻ろう」清浄発心 EXPO開催まであと 318日 本紙は再生紙を使川しております。
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； （4／27分） 加藤 重雄． 。~
;浅井 誠寿 小坂井盛朗・黒
； 市立美術館でミレーとゴッホ～ 牧野登志子．宮
〉バルビゾン派展を観て来ました。 宮尾 紘司・三

； 大変勉強になりました。 水野 民也・匹
;ﾊﾙﾋｿﾝ派観て来し春の嵐かな 佐野 寛・笹
〈油田 弘佑・在田 忠之 鈴木 正男・針

:萩原喜代子・林 哲央 竹内 眞三・含
I堀江 宏輝・池田 隆 魚津 常義．和
；池森 由幸・伊藤三津子 山田 壽勝･ LL
／

; （4/20分） 林 哲央
；小杉 啓彰 幸運に恵まれゴルフ‘

； 先日は亡き妻､恵美子の葬儀に 浅井 誠寿

；際しましては皆様、お忙しいにも 木々の芽吹きに眼’
；拘わらず御会葬いただき有難うご れます。
2 ざいました。 刷毛塗りの一気にイ

メ 生前中のご厚情に感謝申し上げ 水谷 祥督・佐

;ます° ﾎｰﾑｸﾗﾌ御無沙
I鈴木 理之 油田 弘佑・葱
； 地区協議会参加の皆さん、ご苦 池森 由幸・樫
;労様でした。 加藤 重雄・菜
；三好 親 小林 明． '｣‘
ゼ 地区協議会ご出席、お疲れ様で 小坂井盛朗・黒
／

〉 した1 1 柵木 充明・松
〉
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末かぎ6ｱ弓称ｸ11 〉
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ん、ご予定は？ 〉
〉

雅弘 ＞
〉

誕生日祝い。 〉
〉

敬二
ゴールデンウイーク 〉
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ん、ご予定は？ 〉

記念日祝(､ ！
〉

正史・水野 民也；
幸一・成田 良治《
豊長・奥本 文也；

義春・澤田 淳治；
正男・竹内 眞三《

優．魚津 常義，
正敏・山田 壽勝；
節美 ／〉

吉田 節美

今週末かぎ6ｱ弓称ｸ!！
皆さん、ご予定は？

小山 雅弘

会員誕生日祝い。

松居 敬二
ゴールデンウイーク

今週末からG･W! !

皆さん、ご予定は？

繩記念日祝い｡

林 明

黒須アイ子

宮本 光久

三好 親

西川 豊長

笹野 義春

鈴木 理之

舎人 経昭

和田 正敏

山本 英次

松永 正史・水野 民也タ
ブ優勝しました。 森 幸一・成田 良治《

西川 豊長・奥本 文也；

恨が､心が洗わ 笹野 義春・澤田 淳治；
鈴木 正男・竹内 眞三《

芽吹きける 谷口 優．魚津 常義，
佐久間良治 和田 正敏・山田 壽勝；
抄汰しました！ 吉田 節美 ／＞
萩原喜代子 小杉夫人を悼んで。 〉

〉

樫尾 冨二 〉
〉

菊池 昭元 〉

小山 雅弘 〉

；黒須アイ子

松居 敬二
〉
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; RANK NAME MARK !
： 優勝 佐久間良治 十'34,00, ：

i
f 2位 山本眞輔 十24,000

＃謂蕊ｱｲ學 ‐'5川
： 惨旙"腱, ：
‘ 次回5月19日 (水)は今年度最後で､会長杯取：
＃り切り戦となっておりますので多数のご参加をおり
‘願い致します。 ；
健峰､良…､……､廷趨､………凶､にご画､…逆､…唾､…一筆……ｪざ

勝しました。

、心が洗わ

芽吹きける

久間良治

汰しました！

原喜代子

尾 冨二

池 昭元

山 雅弘

須アイ子

居 敬二
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諺…｡…｡2000～2001年度財団奨学生…雪…”
中村るりさんよりメール紹介

フランス・グルノーブル大学に派遣させていただき

ました、中村るりです。その節は財団奨学生として留

学することができ充実した留学生活を過ごすことがで

きました。

その後はパリに留学しておりましたが、 この3月に

パリ政治学院を卒業いたしました。

先日、今後の就職も決まり、外務省の専門調査員と

して秋より在フランス日本国大使館広報文化部に勤務

することになりました。専門調査員は大学院終了以上

の人を対象に募集し、在外交官の経済・社会・文化な

どの分野で調査・研究・実務に携わる仕事で、各ポス

ト1名の採用です。すでにl等書記官と会い、仕事内

容の説明も受けました。広報文化部ということで日本

文化をフランスで紹介する文化行事・文化政策．そし

てフランス・メディア対応が主な仕事となります。

ロータリー財団奨学生としてフランスへ留学し、最終

的にこのような日仏両国の交流に撹わる仕事につくこ

とができました。

現在はまだパリにおりまして学生生活最後となる、

パリ大学の論文を夏提出にむけ取り組んでおります。

4月のパリは日没は夜9時ごろで遅いのですが、 まだ

寒く、街行く人々も真冬コートもしくは毛皮を着てい

ます。 8月には東京の本省で研修があるため、夏は

2ヶ月ほど日本にいる予定です。

留学時に私の顧問ロータリアンでいらっしゃった石

黒様をはじめ、千種ロータリークラブの皆様によろし

くお伝えください。
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’ ’次回例会 平成16年5月18日(火） 青少年交換学生 ブリジットさん帰国挨拶
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