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も「初心に戻ろう」清浄発心を掲げ、毎例会に「四つ

のテスト」を全員斉唱致して居ります。

本日は、より良いご指導を賜れる事を念じ併せてガ

バナー及地区幹事の益々のご健勝を祈念しご挨拶とさ

せて頂きます。

鈩琴侭響‘漬ｼ響侭…響きようの例会侭繧揖ご侭琴伝：:譽'病笥
$第1010回平成15年9月9日（火） 雌

曉響…湾鍾雲窪縄鐸響驫響億…,録響緯響鍔橇響猿…,曇
講演“人生は人との出会いから”

女優小鹿みきさん （紹介堀江君）

譲……-先週の記録……嬬憲奪烈第1009回平成15年9月2日（火）
ガバナー公式訪問岨 略

$ﾊｰﾄﾅｰｸﾗﾌ:名蛎棚RC於:名古屋酬ﾎﾃﾙ；
匙…蘂織………橇響鐵響………響…塞
囹"君が代”“奉仕の理想”

囹出席報告

会員 68(60)名 出席 44名

出席率 73.33％

前々回 8月19日(修正出席率) 95%

囹ビジター紹介

第2760地区ガバナー 豊島徳三君

第2760地区幹事 瀧 義孝君

囹ビジター数 39名

へ

|名古屋名東RC山田会長挨拶

秋来ぬと目にはさやかに見えねども

風の音にぞ麓かれぬる。

一言の大切さ

本日は豊島ガバナーをお迎えして素晴らしいお話と

ご指導を頂きました。そのお話を私たちは今後のクラ

ブ運営に生かしていきたいと思います。

ガバナーのお話で実感した事でもありますが、言葉

の一言の大切さというものを知りました。

NHKラジオでも朝の放送で番組の最後に村_lﾆ信夫

というアナウンサーは「今日も、この後、いっぱい、

いいことがありますように」と言っておりますが、聞

いてる人の反響は大変おおきいといいます。この言葉

を聞いて「いい一日が送れそうだ」とか、 「なんとな

くいいことが起こりそうな気がする｣、また「勇気づ

けられ元気が出てくる」という感想を寄せてくる人が

多いのです。そして、 「いい言葉をありがとうござい

ます」と、異口同音に感謝をすると言います。

また、今、評判の斎藤一人さんは人の言葉は言溌と

なって波動を呼ぶと言っております。例えば「運が付

いている」の「付いている」を千回以上言うと本当に

運が付くと言います。 「いっぱい､いいことがあります

ように」も「付いている」という言葉も特別な言葉で

は在りません｡ありふれた言葉といっていいでしょう。
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|小坂井会長挨拶
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本日は豊島ガバナーの公式訪問に当り、名東RCさ

んと合同例会により、お迎えする事となりました。

7月1日就任以来、大変な激務を消化されまして特

に酷暑の候、職務とは申せ大変なご努力と心より敬意

を表し感謝申し上げます。

先般、長谷川ガバナー補佐のご訪問を頂き色々とご

指導を賜りましたが、私共は昨年20周年記念、又1000

回記念例会を祝い本年はようやく成人としてクラブの

熟成発展を目指して頑張ろうと考えて居りクラブ方針

-1-

会長テーマ 「初心に戻ろう」清浄発心 EXPO開催まであと 563日 本紙は再生紙を使用しております。



でもそれを聞いている人の心に響くし自分の心にも響

きます｡一言の威力です｡言葉の力は強いと思います。

かの、島崎藤村は「太陽のことば」という詩の中で、
いのち

生命は力なり、力は声なり、声は言葉なり、新しい言

葉はすなわち、新しい生涯なり、といっております。

私たちは日ごろ何気なく話す一言の言葉に実は大変

大きな力が含まれていることを知ることです。毎日の

お仕事でも、いや人生においても勇気づけたり付けら

れたり、幸せにする、幸せになるも、その一言の言葉

がもつ意味は大きいのではないでしょうか。

態に置かれている子供達により良い人生のスター

トを切らせるようなプロジェク|､を考えること。

4．世界に手を貸そう。

文化・民族・宗教の異なる全ての人々に手をさし

伸くることによって、貧困を少なくするために国

際ロータリーと、ロータリー財団の諸事業に通じ

たあなたは世界に手を貸して下さい。

マジィアベさんは強調事項（タスクフオース）とし

て四つを全会員に伝えてほしいとの事でした。

一番目はロータリァン家族への気遣い、つまりファ

ミリープロジェクトであります。

不幸にして会員で鬼籍に入った方がおられるでしょ

う。この人のご遺族にあなたはどういったケアをして

いますか。正に虚を衝かれる思いでした。理由は色々

ありましょうが退会していった元会員にその後どう対

応していますか。この家族又は元会員は新しく或いは

再び迎えたい貴重な人材だと思います。更にローター

アクト ・インターアクト ･RI財団奨学生･GSEな

どRIを理解した人達がいます。広い意味でロータ

リーファミリーとしてとらえフォローしなさいという

お話でした。これは会員増強・拡大・退会防止．新し

いファミリープロジェクトに直接するヒントだと思い

ます。

二番目が、識字及び教育の推進であります。

非識字率人口の98％は開発途上国にあるという事を

断言した。教育の機会を与えてあげよう。女性・子供

達に対する教育が行き届いていない。これを救って欲

しい。本を与える、教育の訓練の場所を作る、教育の

できる人達をもっともっと育成する。

三番目が、貧困の緩和を推進。世界人口の1／5が

一日1ドル前後の生活を余儀なくされている。 7人に

1人が栄養失調で命を失っています。更に灌概事業、

土地問題、食糧についても考えて下さい。

四番目の保健。素晴らしい業績を残したポリオプラ

スのプロジェクトを実行し世界から数千人のポリオ患

者にまで追い込んだわけです。水という物は非常に重

要でして、今私共が米貨10ドルぐらい寄付すれば開発

途卜国のどこかで井戸が掘れるとの事です。

奉仕活動には二つのアプローチがあると考えており

ます。織物は経糸と緯糸で椛成されているのですが、

経糸は皆さんが所属しているクラブの中で一人一人が

クラブの委員会の奉仕をされる事だと思います。また

今や我が地区にも沢山の委員会があり、この委員会を

通じて奉仕活動をする。これが緯糸ではないかと思い

ます。経と緯が織りなして一つの織物をこしらえてい

くように、 この経緯のバランスの上にロータリーは成

り立ってゆくと信じております。RIのスタート時点

ではあくまでも個のクラブでの奉仕活動が根底であっ

たと思います。近来、路線が著しく変化してきており

経糸より緯糸の方が強いという傾向で織物本来の調和

を崩さねばよいかと思います。確かにポリオプラスの

豊島カバナー講話
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今年度、ジョナサン・マジィアベRI会長はナイ

ジェリア・カノ市出身の弁護士でRI史上初のアフリ

カ出身の会長です。

1月、アナハイムにて直前会長のラタクルご夫妻、

新会長マジィアベご夫妻とお話しする機会があり握手

した感触はラタクルさんはとても軟らかく、私を包み

込んで下さるような温かみと包容力を感じました。一

方マジィアベさんはガッチリとした強い意思と実行力

に満ちたビジネスの人という印象を受けました。唯一

つ哀しい事は6月6日マジィアベさんご夫人アデさん

がお亡くなりになった事です。

只管ご冥福をお祈りするばかりです。

今年度のテーマは「Lend a Hand」「手を貸

そう」であります。国際協議会の席上スクリーンにこ

のテーマが大きく映し出された時、全ロータリアンが

スタンディングオベーションで認識し理解し、実行を

誓い合った事を思い出します。邦訳の「貸そう」には

モノ・カネを貸して反対給付を求める恐れもありとし

て梢抵抗感もありましたが、その後承りますと1978~

79年のRI会長クレム･レヌフ氏が「Reacl' Out

＝手をさし伸くよう」と訳された事が分かりました。

その点翻訳もなかなか大変だなあと感じました。

Lend a Hand 手を貸そう

1．あなたのクラブに手を貸そう。

クラブ全会員に対し重要な貢献をするのになくて

はならぬ一員であると認識させること。

2．あなたの天職に手を貸そう。

高い倫理規範を保持しあなたの専門的な知識や技

術を活かして下さい。

3．あなたの地域社会に手を貸そう。

極度の貧困に苦しんでいる人々を助け、危険な状

一
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2004年5月23日から26日に催される大阪世界大会に

は貴重な時間を割き400ドルは決してお安いとは申し

ませんが、義務感ではなく楽しい思い出づくりの場と

して是非共ご参加願いたいと思います。

最後に敢えてお金の話を述べさせて戴きます。

①RI財団

通常寄付 年一人100ドルの実行です。

ポリオプラス追加寄付150ドルの完納です。

②米山奨学会

日本のみのすぐれた特筆すべき事業です。

通常寄付は年一人4,000円を50周年を期して

5,000円に引き上げを。

表彰制度が変わりました。月報にも記載しており周

年、祝い事には是非特別寄付を。

③国際博ロータリー館建設費であります。

極めて苦境にあります。

昨年の地区大会で決議された100周年記念行事とし

てなんとしても達成しなければなりません。ロータ

リー館建設に関して是非ご理解ご協力をお願い申し上

げます。

私は決断するときには必ず、このプロジェクトにつ

いてポール・ハリス氏はその活動を是としてくれる

か、非とするか。或いは米山梅吉翁にはこの奉仕活動

を認めて頂けるかどうか、常に反錦し自問自答を重ね

ながら一年を過ごして行きたい。

この様に考えておりますので、なにぶんにも宜しく

ご協力の程をお願い申し上げます。

プロジェクトは素晴らしい物だと思いますが今後この

様なプロジェクトが続きますと軋みが出なければと危

愼するわけです。

奉仕活動には二つの型があります。それは直接と間

接で、直接は一人一人が体を動かし奉仕活動をする。

間接というのはRI財団とか米山奨学会であるとか、

拠出金に応じそれを1つのプロジェクトとして参加す

る。これが間接的奉仕活動ではないかと考えておりま

す。従いましてこの二つのシステムを皆さんが実行し

て下されば、私は逆三角形の底辺でこれを支えオーガ

ナイズしていく、これがガバナーの役目であると理解

いたしております。

2003年～2004年度の地区の方針。

1．新しい次世代の若者達への深い関心を持って奉仕

活動を誠心誠意行う。

2．環境問題が避けて通れないと思います。環境問題

に対しより積極的に取り組んで行くべきだと考え

ております。

3． ロータリー財団。これはポリオプラスも含め、米

山奨学会にも会員一人一人が意義を感じ、広い視

野に立っての努力を続けていきたいと思います。

4．会員の維持という事に始まり､更に増強､拡大に努

力をし、特に会員増強は委員会に委ねるというよ

りも一人一人身の周りから考えていただきたい。

5．最後に国際博の成功へ更なる努力を続けようと思

います。

私個人は温故知新を信条としております。 1905年シ

カゴで発足して100周年を迎える国際ロータリーであ

りますが、いろいろな点で制度疲労とか、矛盾或いは

試行錯誤等が現実に起きております。あえて勇気と信

念を持って価値観の変化や環境によるギャップを乗り

越えて前例に拘ることなく旧き善き慣わしは踏襲し

て、改むるは新たにして21世紀のロータリーを創出し

ていきたいという使命感を持って考えております。

増強の面を例に取りますと、入会金、会費、その他

負担する物がかなりありながら、その割に奉仕活動費

の比率も少ない。ルール、特に出席や規定が厳格すぎ

て馴染みにくい。若い会員、新入会員とのギャップや

価値観の乖離が大きく、今ひとつ。等々、

私は思い切って逆手にとって

・会費、例会のあり方を含め合理化を徹底する、工夫

をこらしルールに弾力性を持たせる。

・若手中心、移籍（ロータリアン）なしで全て新しい

クラブの創設。

現在世界的にこの流れが始まっている様に思う。第

2760地区、ヒョットシタラ、ヒョットシテ案外実現が

近いカモ？乞うご期待。

会員の皆さん､私共はあまり気付いておりませんし、

日本人はどちらかと云うと苦手な部分なのですが

「奉仕できる立場にいられるという事は、幸せで恵ま

れており素晴らしいとお思いになりませんか」

一

合同クラブ会長・幹事会

口
１
口

ll :00～12:30

ダニ

豊島ガバナー、瀧地区幹事を囲み、各クラブよ

り会長・幹事・会長エレクト(千種は副会長） ・副

幹事出席にて、開催されました。
一一

囮8月度理事役員会議題（8／26）

1．地区広報・雑誌委員会資料の件

2. 1M参加の件

3．職場例会・優良従業員表彰の件

4．国際大会の件

5． ロータリー館運営委員会報告の件

6．東山動植物園より電動カート利用によるバリアフ

リー対策の件

7. FAX･コピー機入れ替え報告の件

－3－



分へ'、へ'、'､'ゞ'、'…"ゞ'、-'、へへ･へ"へ/、
〉

; (9／2分）
；第2760地区ｶﾊﾅｰ豊島1
，

： 公式訪問に伺いました。
；第2760地区幹事瀧 義
； 公式訪問にお邪魔致しま
、

#名古屋名東RC米澤弘
： 小坂井会長･舎人幹事、
ノクラブの皆様、本日はよう

｝越し下さ‘,叢した。
； どうぞ､ごゆっくりお寛
；い。
；小坂井盛朗
ノ

I 本日、豊島ガバナーの公

#を賜り有難うご座居ます。
／

(9／2分）

第2760地区ガバナー豊島徳

、"罰、"…ｸ…"、-ｸ､‐ｸ.、"、"、ザ、〆、夕…夕.辿夕、ｸ…ｸ、〆､、

〈
〈

親・水野賀續：
幸一・西川 豊長；
和雄・佐久間良治；
寛・鈴木正男メ
眞三・舎人経昭；
常義・和田 正敏；
壽勝・山田 眞輔；
節美 〉

〉

ナー公式訪問に豊島ガバゼ
メ谷迎えして。

乞豊 ：
／

延生日祝い。 〉

睡生周祝い~ リ
ミ夫

ノ

三君

公式訪問に伺いました。

第2760地区幹事瀧 義孝君

公式訪問にお邪魔致します。

名古屋名東RC米澤弘和君

小坂井会長・舎人幹事、他千種

クラブの皆様、本日はようこそお

越し下さいました。

どうぞ、ごゆっくりお寛ぎ下さ

い。

小坂井盛朗

本日、豊島ガバナーの公式訪問

を賜り有難うご座居ます。

酷暑の中、瀧地区幹事共々御苦

労様です。

名東RCさんの合同例会ホスト

役に感謝します。

藤田千津子・池田 隆

ホームクラブ御無沙汰しました1

在田 忠之・二村 聰

萩原喜代子・堀江宏輝

池森由幸・伊藤健文

伊豫田博明・神崎住恵

加藤大豊・菊池昭元

小林 明・小杉啓彰

小山 雅弘・黒須アイ子

牧野登志子・宮尾紘司

三好 親・水野賀續

森 幸一・西川 豊長

大谷和雄・佐久間良治

佐野 寛・鈴木正男

竹内 眞三・舎人経昭

魚津常義・和田 正敏

山田 壽勝・山田 眞輔

吉田 節美

ガバナー公式訪問に豊島ガバ

ナーをお迎えして。

竹内克豐

会員誕生日祝い。

黒野貞夫 ｜ ~合計
夫人誕生日祝い。 | 83,000円 ’

／ 〆

； （8/26分） 秋山 茂則・萩原喜代子 桜花学園IACの皆さん､ようく
く

ぅ小坂井盛朗 池森由幸・伊藤健文 こそ11 〈
〈

； 青少年交換学生ｽｳｲｱｽｷｰ 伊豫田博明・神崎住恵 林 哲央.三好 親 〈
〈

〉ブリジェットさんの来日を心より 樫尾 富二・加藤大豊 吉田節美 〈

;歓迎します。 河合隆二．菊池昭元 会員誕生日祝い。 ；

;お胤総蛾繊菖憲ｱ尭孟:鱸登襄垂 鈴木理之仙本眞輔
〈
〈

夫人誕生日祝い。 ：
;れたと思ったら青い目のお客様。 松永 正史．水野民也 小林 明 く

;ﾎｽﾄ憾大変かと愚いま城Ⅸ ＊ゞ襟督奥＊勉桜花学園,…臂…ﾗ；
くしくお願い致します。 佐久間良治・佐野 寛 こそ!！ 〉

〉
;舎人経昭 鈴木正男・竹内 眞三 夫人誕生日祝い。

i
メ ブリジェットさん、いらっしや 魚津常義・和田 正敏
;い1浅野さん宜しくお願いします。 山田 壽勝・吉田 玄
〉

； （8／19分） 鈴木理之 鈴木正男・竹内 眞三メ
メガバナー補佐長谷川正孝君 長谷川ガバナー補佐一年間ご苦 魚津常義・和田 正敏ミ

メ 本日､貴ｸﾗﾌに参上し､お世 労様です。 山田壽勝.吉田 節美；
#話に相成ります。 小林 明 吉田 玄 〉〉
メ どうぞ､宜しく。 麻雀会で優勝しました。 ガバナー補佐をお迎えして1 2

〈

;地区副幹事木全輝雄君 油田 弘佑・秋山 茂則 二村聰 ／
； 薊ﾊﾅｰ補佐訪闇にお邪魔致上 在国 忠之感原喜代子 ﾎｰﾑｸﾗﾌ"沙汰しました｡ ；
;ました。 林 哲央・池森由幸 〉夫人誕生日祝い。

ﾒﾀｶﾊﾅｰ補佐幹事三浦俊彦君 伊藤健文．伊藤三津子 山本英次
、 本日は宜しくお願い致します。 伊豫田博明．樫尾富二 ㈱ぎようせいから本を出版しま；

噌需鱸全補灌“ 鱸臺墜:鶉蕊驍韮鳥謝酔持伽'鍵；
小山 雅弘・久野峯一 ］7日に刈谷花火大会でｽｰﾊｰ；; 奎讓騨壷嘉佐幹． 絃…予松※正ゞ ゞﾔｰｼｬｰｽのﾗｲﾌを…；

； お三方のご訪問を心より歓迎申 三輪 康・宮尾紘司 した｡雨でしたが大勢のお客様にﾀ
ﾝ

;し上げます。 三好 親・水谷祥督 聴いて頂きました． ／

;大谷和雄 森 幸一・西川豊長 夫人誕生日祝い。 〈
〈

； 全国高等学校総合体育大会で、 奥本文也・大口 弘和 ／〉
;桜花学園高等学校が全国優勝しま 佐久間良治・佐野 寛

；;した。 笹野義春・澤田淳治
〉
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’ 次回例会平成15年9月16日（火） 卓話“彫刻家の目-occident&orient－会員山本眞輔君
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