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’名古屋千種□一夕リークラブ

承認 1982年8月24日

例会日 火曜日 1,2:30

例会場愛知厚生珪金会館

事務局 TEL763-5110FAXW63-5121

会長 小坂井盛朗

幹事 舎人経昭

会報･蝿誌委員長伊藤健文
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;第1043回平成16年6月8日（火） 烈

偽………………蝉d爵…………響両…………蟹

ンド席を見ますと人が小さくてまるで指人形のようで

野球選手が観客を前にしても上がらない理由がわかっ

たような気がしました。それをカバーする為に|幅30

メートルのプロジェクターが4台ありましたが、それ

を見ないと今何をしているのかが解らない状態で一つ

の会場にあれほどの人が集まるのを見るのは圧巻でと

にかく圧倒されました。人にl付近においてある箱に会

長から預かりましたバナーを納めて参りましたが箱も

大きなものでお餐銭を入れるような感じでした。

それから30日に行なわれましたクリーンキャンペー

ンでは体調を崩し欠席致しまして御迷惑をおかけしま

した事お詫び申し上げます。

31日には青少年交換学生のブリジッl､が帰国致しま

した。体調が悪く家内がお見送りさせて頂きましたが

皆様にくれぐれもfi:しくお伝え下さいとの事でした。

錫舎人経昭君

私と会長は2'1日 （月）の大会に参加致しました。

池森君の報告にもありましたように人が多く特に世

界中から集まった参加者の多さには驚きました。

火阪ドームで第- .m|本会識が行なわれ、 RI会長に

よる開会宣i－i.に始まりポール・ロジ.1,-ス氏による基

調淋淡、聯間には利弓の淡奏やス|､レッチ体操があり

ました。その後マジィアベRl会長の識演で、午前中

は終I'しました．

午後からはテーマ別に,没けられた討論ワークショッ

プを見学して各会場を ・通り|nlって参りました。

また|-1本の文化を代表する沓芸術について、実技

(パフォーマンス）を通して紹介があり、黒野貞夫

(清宇）君も協力会員として参加されました。 「友愛の

家」には、本大食のロゴマークにもなりました「扇子」

という美しい形にi』$いた作品が陳列されていました。

卓話 “「日本再生は地方から？」

一進む市町村合併一”

会員山本英次君

一

r…………蝉先週の記録“………率笥
;第1042回平成16年6月1日（火） 晴§
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囹斉唱

錫出席報告

会貝

出廠率

前々同

"それでこそロータリー”

"”っのテスト”

65(54)名 出席

66.67％

5月11日（修正出席率）

36名

100%

|舎人幹事報告’
l . ロータリー遡川相場現在1 ドル106円が6月1日

よりl l21]1に変史となりますのでお知らせ致します。

2． ロータリーの友・ガバナー月信と2004～2005年度

ロータリーTII腱が来ておりますのでお帰りにお持ち

下さい。

へ

|鈴木(正)ﾛｰﾀﾘｰ館運営委員よりお願い
昨年9月より受付に弊金箱を綴いて皆さんのご協力

をお願いしておりますが、斑島ガバナー年度終了に伴

い「カエル弊金」の集I;|･を致します。22日の会場での

妓終例会まで、お、人でも多くの方のご寄付をお願い

致します‘

’大阪・国際大会参加報告

’ 在田RA委員長より報告I窃池森由幸君

23[1 、新大阪に.i,↑きますと新幹線がガラガラになる

程ほとんどの乗客が降り、よく見るとロータリーバッ

チを付けた方ばかりでそのまま･-．緒に地下鉄に乗り換

えて会場まで行きました。

3時から始まった大阪ドームの開会式ではドーム席

が満員の人で埋めつくされアリーナの典ん中からスタ

名古屋名城RACは東名古屋分区のlORCで提唱

し、支援指導しております。 2760地区にある9つのR

ACの巾でも、雄大の公員数で、 もっとも活発に活動

をしているクラブの1つであります。

また名古屋名城RACには、故中山信夫さんのご息女

や加藤亜雄君のご息女、ごf恩、 さらにはナターリア
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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 290日 本紙は再生紙を使川しております。



だが、個人企業名を使う事は難しい問題があるかも知

れません。

世界の人に愛知万博を知って貰う事、特に世界のロー

タリアンに関心を持って頂きたいものと存じます。

圏卓話

“へソまがりの話,,

会員竹内眞三君

①Rotaryclubについて2， 3の感想がある。

イ、 クラブ運営について、例えば10のクラブがあった

とする。どのクラブも金太郎飴の如く同じような事
ハブ

しか出来ていない、夫々のクラブは本来RIと車軸

の如く直で連結している筈で、一方10あれば10の個

性が出る様な運営があって然るくしと考えます。ガ

バナーもガバナー補佐もその他の存在もそのための

補助者であるとの認識を改めてかみ締めたいと思う。

ロ、 ロータリーの機構も誕生して100年を経由して制

度疲労を起しているんじゃないかと近頃思う事があ

ります。在り方。運営法。会員構成等々今一度皆で

考えたいと思っています。

ハ、 ここ数年、名古屋東クラブから誕生した子クラブ

を含めて「6R合同例会」というのがあります。私

は、一時は名案とも思いましたが近頃は無意味では

ないかと思う様になりました。会長6人が挨拶する

だけで、 あとは食事会。果して親睦を深める会と

なっているのかと疑念をもちます。せいぜい2～3

クラブ迄ではないでしょうか。

二、私が入会した時にはSAAがあり、 FSMがあり

ましたが、何時の間にか消えました。 「名は体を表

わす」と申しますが、言葉が変ることによってそれ

らが連動してロータリーからロータリーらしさが消

えてゆく様に思えます。一方、趣旨は解りますが意

味不明の委員会が次々と発生しました。ただでさえ

多忙な人々の集合体が益々多忙になります。提案し

たいのは一つの活動を起したならば死火山化してい

る委員会を各クラブで消去してもよいのではない

か。常に定数の委員会活動の在り様をガバナーもガ

バナー補佐も看ていればいい。

ホ、矢鱈と新クラブが構成されますが正にこれは「無

定見の標本」に思えます。 20世紀の間ならばそれも

よかったでしょうが、少子化、高齢化は今後一層進

みましょう。 「l業種1名」の鉄則が今は「l業種

5名」 とかいいます。一体これは何事かとずっと

思っていました．矢鱈なる新クラブの構成は私はど

うしたものかと疑っています口果してRCの発展、

強化につながっているでしょうか。

へ、 「休会者」が当クラブでは、 10指に近いという。

何故かと問えば会費だけ払って休むからだとの事。

身体的理由からかと聞くと否仕事が多忙だからとの

事。 クラブ運営が経済的に成り立たないから休会の

形をとるとの事です。ならば支出をカットする方法

を会計は提言すべきではないか。休会者も会費納入

なんてケチな事を云わず当千種RCの会員である以

上、食費を含めた一般会員並に支払う様、提言した

さんが所属しておられます。

会員の皆様にRACに対する更なるご理解.ご支援

を頂きたく、お願いがあります。

一つめは、名古屋名城RACが今期でちょうど10周

年を迎え、いろいろと記念行事を計画しております。

6月20日（日）桜花学園講堂において、 「子供の虐待防

止ネットワークあいち(CAPNA)の講師による子供

の虐待問題の現状とCAPNAの活動についての講演

会が、 10月3日（日）ガーデンパレスにおいては創立10

周年記念式典が開催されますので是非ご参加下さい。

二つめに、 これはナターリアさんからの伝言ですが、

千種クラブの方にもっとRACの例会に来て欲しいと

のことです。ガーデンパレスで夜間の例会ですので錦に

出られる前にお寄り下さい。メーキャプにもなります。

三つめに、名古屋名城RACの現在のメンバーの年

齢構成から、来年再来年には大勢定年卒業を迎え、一

度に会員の人数が減ってしまいます。皆さんのご子弟

や会社の社員でふさわしい方がお見えでしたら是非入

会ご推薦お願い致します。

最後に、来年度は千種RCが、名古屋名城RACを

提唱する合同ローターアクト委員会の主管クラブにな

りますので次年度宮尾ローターアクト委員長へのご協

力、ご支援のほどよろしくお願い申し_上げます。

〆‐瓦

小坂井会長挨拶’
大阪での国際大会に参加して

大阪において開催された国際大会に家内帯同、参加

して参りました。吾がCからロータリアン8，夫人4

の12名が参加致しました。

日本では昭和36年に東京で開かれ天皇・皇后両陛下

ご臨席で74ヶ国23,366名の参加。第2回は同じく東

京開催で昭和53年、 95ケ国 40,155名の参加と記録さ

れて居ります。

その後26年を経て3回目の開催は大阪で、 45,000名

~50,000名の参加と云われて居ります。

4万5千人からの来場者を如何にさばくか？国際大

会の実を挙げ得るのか？と知恵をしぼり、汗を流して

準備された事と、敬意を表し、ご苦労様とねぎらい度

いと存じます。

ちなみに次年度のRI会長は、米国アラバマ洲シェ

イズバレーRCのグレンE･エステスSrさんです。

来年はロータリー誕生百年に当り、国際博覧会

｢愛，地球博」の開催と、 24時間営業の中部国際空港

の開設。経済界・産業界でも中部はその底力を示して

居ります。

惜むら<は諸兄の努力にも関らず愛知万博の知名度

が世界では低いと云う事です。

大島ガバナーエレクトがアナハイムヘ万博のマス

コット、 ピッコロやモリゾウを持参してPRしたとこ

ろ、愛知県の認識度が極めて低かったと嘆いて居られ

ました。 日本の愛知を知らない人もトヨタは知って居

る筈。 トヨタの本社・工場のある愛知県だとPRした

ら、 より世界の人に¥llって貰い、理解されると思うの

へ

－ワー
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(生産地帯）は常に淘汰されて肩書きに中々苔がつか

ないのです。この構造が変らぬ限り、誰がやっても

｢改革」は不可能でしょう。不可能のあと押しをして

いるのが最高裁だと考えています。

私は日本国の破産まで余り時間がないと心中思って

います。束の間の株高に浮かれていますと何かあとか

ら大騒動となる予感が致します。どこからとは聡明な

る会員には先刻御承知の事と存じます。

④次に2003年7月号、月刊「文藝春秋」P136に養老

孟司先生が「白装束とタマちゃん」と『バカの壁」の

タイトルで寄稿しておられます。その中で私、かねが

ね思っておりました事柄がズバッと出ておりましたの

で最後に御紹介してスピーチを終りたいと思います。

転載=＞“禁煙原理主義の黒幕”

私が最近腹が立って仕方がないのが「禁煙原理主

義」です。自分がタバコを吸うこともありますが、今

の「右にならえ」式の禁煙運動は、はっきり言って異

常です。ニューヨークでは、バーも含め、すべての屋

内での喫煙が禁止された。世界中の航空会社が全面禁

煙に踏み切り、愛煙家を相手にしたチャーター機まで

潰された。受動喫煙によって、他人の肺がん死亡率ま

で上げるからダメだとおっしゃる。オヤ、人間の死亡

率は100%ではなかったか。そもそもタバコよりずっ

と大きい肺がんの要因は、大気汚染のはずです。数年

前、 イギリスの科学誌「ネイチャー」が「アンチ・ス

モーキング・キャンペーン」と題した奇妙な別冊を出

しました。その中身は丸ごと、 「中国における肺がん

の疫学調査」という論文なんです。それを見ると、中

国で肺がんの発生率が一番多い都市と少ない都市に

は、およそ10対1のひらきがある。いくらなんでもそ

の要因が、喫煙者の数の違いではありえない。要する

に、住宅の暖房や工場、自動車の排煙がどれくらいひ

どいかによると、その論文は結論づけている。私が

｢イギリス人というのは面白い人種だなぁ」と思った

のは、 じつは中身は肺がんとタバコには関係がないと

いうものなのにそれに「アンチ・スモーキング・キャ

ンペーン」という表題をつけて売っているところ。

きっと禁煙を後押しするスポンサーがいて、その金を

上手に使って逆の結果を出しているところがイギリス

人らしい。とにかくこれだけ禁煙原理主義が吹き荒れ

ているのには、どこかに震源地があるに違いない。私

はアメリカ､ひいては大気汚染の元凶である石油業界、

クルマ業界が黒幕ではないかと疑っています。より大

きな害から目をそらせるために、 タバコを槍玉にあげ

る。アメリカではタバコのCMがほぼ全面的に禁止さ

れましたが、それでもテレビ局がやっていけるのは、

より大きなスポンサーがついているからとしか考えら

れません。

ベトナム戦争で米軍が枯葉剤を使っていた頃、そこ

から目をそらさせるために、ニクソン大統領が反捕鯨

団体に支援を行っていたことが、最近の米政府の文書

公開で明らかになりました。同じような構造が、禁煙

運動に関しても働いているのではないかと思うのです。

らどうか。その上で休まざるを得ぬ人は「休会」つ

まり出席免除扱いにしたらいいと私は思うのですが

如何でしょう。

卜、以前蜂谷ガバナー時代に“サインメイク､，の場合

訪れたクラブ受付のニコBOXに¥1000を入れる事

をやって、大変な不評を買いました。私は、蜂谷ガ

バナーの気持ちはよく理解できます。でもそれはガ

バナーが指導すべき事ではないと不評でした。よろ

しいそれならば私はサインメイクの場合、ホームク

ラブのニコBOXへ一回¥1000程度を入れて“ホー

ムクラブの和”と“クラブ活動に対する怠慢”に対

するささやかなる謝意としたら如何かと考えます。

そんな事をしたら会員が減少すると危愼されるなら

ばその方がおかしいのであって何のための会員選考

委員かと問い直さねばなりません。

まだまだ言えばきりがありませんが時間の都合で次

の話題に移ります。

②世間の問題に移りましょう。

「改革」という事に触れます。私は前にもプログラ

ム委員長として中日新聞社の経済部に依頼して新聞の

見出しに「国の借金668兆円」とあって腰を抜かし、

一体それはどういう事かと、その解説を当クラブでス

ピーチをして1頁きました。又、平成13年11月14日付の

中日新聞は「公的債務900兆円の泥沼財政」の見出し

で「国家更生法で再建」とあり、掲載された河宮信郎

先生に直接お願いして対策をスピーチして頂きまし

た。今日“年金、年金”と大騒ぎをしておりますが識

者はすでに3年も前から警鐘を鳴らして居られたので

す。40兆円の収入で一体どうして900兆の赤字財政に

立向うのかと河宮先生は「国家更生法」を提唱されて

います。私は小泉内閣が出来た時に少々期待しました

が、彼をもってしても官僚を核として外廓を抵抗政治

家とした55年体制の艦に取込まれ得意の『先延ばし』

且つ無責任体制と墜さんとしております。更に年金積

立て問題で火の粉が周辺に広がると見るや国民の目を

｢拉致」「拉致」と国外に向けさせるという李承晩以来

の旧弊な手段を使います。日産自動車を再建したカル

ロス・ゴーンは日産社員を称して「目の前で火事が

起っているのに誰も消そうとしない｣と表現しました。

彼等は誰かがやってくれるだろうと思っていたといい

ます。

「今のFI本人は皆かつての日産社員である」と極言

してもよかろうと砦えます。その先は皆さんで考えて

下さい。

③次に前々から不思議でならないのは、最高裁が「－．．

票の格差が5対1までは憲法に反しないという判断を

している事です。経済効率の悪い田舎の方が権力を

もっていて大都会で実|際に経済基盤を担っている方が

権力がないという形になっている。大体経済基盤では

都会7割田舎3割と考えてよろしい。然し選挙では田

舎7割都会3割の一票の重さと考えられます。だから

只今の小泉内閣の閣僚も裏日本（寄生虫）地帯を選挙

基盤にしている大臣が多い戦が理解されます。表日本

一

へ
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~’,I ニコポックス 、ヘヘヘヘヘヘ'、ヘヘ'、ヘヘ'、ヘヘ'、＞
／

弘佑・二村 聰；
宏輝・池田 隆；

由幸・伊藤健文；
富二・小林 明；
啓彰・牧野登志子§
正史・宮本光久；

親・水谷 祥督；
幸一・成田 良治?
豊長・佐久間良治；

義春・澤田 淳治；
正男・鈴木理之〉

眞三・谷口 優；
壽勝・吉田 節美ゼ

ーぐ梅雨の時季になりますﾈ。 ；
〉

常義 ＞
誕生日祝い。 ＞

／

〉

〈

I 合計 1 1
ベヘヘヘヘー I ノ

夕、p、夕、’、グ、夕、夕、"、グ、夕、夕、夕、夕、夕、夕、夕、’、
〆

〈 く

；小坂井盛朗 在田 忠之 油田 弘佑・二村 聰；
ゼ 大阪での国際大会に家内帯同、 名城RACの創立10周年記念講 堀江宏輝・池田 隆?

＃舎人幹事ご夫妻と一緒に参加して 演会が20日桜花学園講堂をお借り 池森 由幸・伊藤健文；
；参りました。 して開催されます。 樫尾 富二・小林 明ﾗ
ゼ 日本で3回目の開催、第2回よ よろしくお願い申し上げます。 小杉啓彰・牧野登志子§
； り26年目の開催です。 小山 雅弘 松永正史・宮本光久；
； 参加のチャンスを頂いた事に感 本日配布されるロータリーの 三好 親・水谷 祥督；
＃謝します。 友、表紙の絵・川崎鈴彦作「清春 森 幸一・成田 良治?
；舎人 経昭 万緑」が私共の画廊で6月末まで 西川 豊長・佐久間良治；

； 24日、大阪の国際大会に夫婦で 展示中です。是非ご覧下さい。 笹野義春・澤田 淳治；

#州してきました。 川崎先生の義兄は東山魅夷です。 鈴木正罫鈴木理薩； 又、30日の久屋大通公園清掃活 又、 24ページのコラム「表紙を 竹内 眞三・谷口
ぐ動には多くの会員．ご夫人のご協 よむ」もご一読下さい。 山田 壽勝・吉田 節美ゼ

；力ありがとうございました。 水野 民也 もうすぐ梅雨の時季になりますﾈ｡ ﾒ
ﾀ黒須アイ子 5月30日の清掃活動、御無礼し 魚津常義 ；
＃ 国際大会に出席いたしました。 ました。 会員誕生日祝い。 ＞

／

； 大阪ドームの開会式には4万7 浅井誠寿 〉
’千人の出席とか…。 緑ばかりの庭に紫陽花が咲いて ；
＃ 圧倒され、改めてローータリーの 遠近感が戻りました。 I 合計 I ？
；素晴らしさを感じました。 紫陽花に庭の奥行もどりけり 63,000円 | ;
<、,、,、,、,、,、"、,、′、へ,、"、,、へ,、へ"、"、,、へ,、,、,、"、"、,、,､"、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、‘、,、へ‘、"、ヘヘ,、,、,、‘、へ,、,、‘、‘

へ

キャンヘルプタイランド運営委員大矢治夫様より手紙紹介

拝啓

梅雨もまもなくと思わせる今日この頃です。

毎年多額のご支援賜りまして心より御礼申上げます。
現在キヤンヘルプタイランドはこの夏に実施するワークキャンプの準備で、何かと忙しい時期です。又タイ

ではこの週末から今年度初めての奨学金授与式を1週間にわたって実施します。 日本と同様にタイでも鳥イン
フルエンザの流行で、キャンの給食支援学校も影響を受けて、鶏を処分したりして大変でしたが、東北地方で

も、やっと感染が鎮静した様子で、少し安心しています。給食支援も再開できそうです。
最近は子供売春の問題も少し、心配です。

子供達が自ら問題解決の力を養って欲しいと願って、一人でも多くの子供達が勉強を続けられるように、奨
学金の支援を今年も続けて参ります。

皆様の善意の資金をタイの子供達に届けることをお約束致します。
今後ともご支援くださいますようお願い申上げます。

,芦…ガバナー月信より一参一参一参一・重一重･･電･…･……塞一か．‘…=念-…一参・…＝………－か電一象.今愈……･…･雲･…~計＄
4 ﾚ

規定審議会 （現在は85） 11《し

4レ ＊出席記録から会員の理由のある欠席を除外する II
第2760地区ガバナー豊島徳三

長期にわたる健康不良､障害による欠席の出席記！
4レ

◆し

』, ｢RI」では3年毎に規定審議会が開催され、どの 録を、年齢十在籍年数=85と同等に取り扱うという 1'
X様に討論され決議されるか知る由もないが、会員増 提案 11

1}強拡大､財団､出席等に直接関わってくると期待 ＊ｶﾊﾅｰに対する出席報告を廃止する j,
il されるものも多く、何とか新しい時代のロータリー ◆◆◆クラブ運営◆◆◆ I1

1'への道を拓く改案であれかしと祈るばかりである。 ＊試験的ﾌﾛｼｪｸﾄの時間制限を6年に延長する件|’#し

li lE=gjl5==IE¥ *j， ＊標準ロータリークラブ定款に四大奉仕部門を加えII
◆◆◆例会◆◆◆ る件 》

◆し

!’ ＊例会回敬をクラブが決定する ＊新クラブの最低人数を15名とする ム

#, *クラブが毎週または2週間に1回会合を持つ ◆◆◆会員身分◆◆◆ ム
!｝ ＊年間5~10回例会を取りやめることができる ＊正会員が裁量の権限ある管理職の重要な地位にあ：
{, ＊インターネットによる例会を認める る事業主､共同経営者(パートナー)、法人役員I
il ◆◆◆出席◆◆◆ または支配人である資格条件を削除する ？
# *各半期間において､ 50%の例会に出席し、そのう ＊公務員を会員として入会させることができるよう；

尚

； ち25%はホームクラブの例会に出席する にする “

{， ＊インターネットによるメークアップを認める 会員増強を容易にするために会員資格を緩和しよう；

;' *メークアップ期間を例会の前後4週間とする とする提案 ”§

;| *理由ある欠席規定の年齢十在籍年数を75にする （部抜粋) ；
，毒.守さﾏﾏ孟一さーさーさーさ－黍一さ一念ﾏﾏ主ーさー全一主一念一＄一念一余ーきーさー圭一急ー念一念一幸ﾏさﾏﾏ圭一念一さﾏﾏ象一さーさー乞一さﾏﾏ主一こ‐毒一さ--念－2－全一全一全.‘竜一全一全一全一全一全一全一幸一全一今全 今二 二 今 争 争ニザ
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次回例会 平成16年6月15日（火）

卓話 “オリエント文明とエジプト 会員加藤亜雄君
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