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f……響侭…轡きようの例会侭琴侭琴侭響語録論
$第992回平成15年4月22日(火） 鼬
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嵯;塁,"鱒‘,両餐‘,‘侭’農‘』侭磐,‘積ｼ型‘侭%等』嗣轡‘侭ｼ坪,侭響御製録響‘長ｿ塑《長ｿf塾,‘侭%型,侭鰹,侭多

|谷口幹事報告
l .創立20ﾊ11年記念誌に会典払紳を褐il髄致しますので

写真･ {_i畠所・役職等変史のある方は、今週『|'に事務

局までお知らせ~|くさい。友愛の日へ

’大口会長挨拶f…………亀‘，先週の記録一侭……孝電
;第991回平成15年4月15日(火） 曇り；
際響ﾎﾗ響‘侭ｼ響,罹轡‘漬ｼ塑侭響,侭婁"侭跨‘,‘点ｼ狸,揖浮,‘長ｼ陰4,歳湾‘叢’轡‘長ｼ響‘積ｼ雀‘,轟淫』民よ

ベトナムからの手紙

*|-Iより奥本さんを新会員にお迎え致しました。又

今|言|は後程、 ’五l隙博推進局髭、山中様、お話宜しくお

願い致します。

昨年、愛知学院大学鯛学部附鵬摘院で職場例会を開

催した折に、 日本'二|僻'二l蓋裂協会（特定非営利活動法

人）の海外隆療援助活動に対して、職業奉仕委員会か

ら寄付･を行いました。先日、論療を受けられた子供の

お母さんから、お礼の手紙がIIIIきましたのでご紹介い

たします。

「子供の手術に必要な寄付を1ﾏさったH本の皆様の

御健康をお祈りさせていただきます。私達はこの喜び

を表す旨.薬が見つからないほど謹んでおります。皆様

こそが不幸な子供の鋪.-ﾕの父とIMです。この子は私た

ち夫婦の第1 ･fです。あいにくﾉ|まれた子供は仁|唇口

蓋製でしたので私述はJI輔に悲しかったです。父親母

親として、このような-f供がﾉliまれると悲しくて恥ず

かしい気持ちを心に抱いてしまいます。正I間:に言いま

して私迷は親友などでも雛にも会いたくはありません

でした｡誰にも-｣＆供に会わせたくはありませんでした。

しかし、今では述います。皆様のおかげで私たちは子

供を誇りに思うことが出来ます。そして子供は2度生

まれることが出来たのです。私達家族全員は皆様に感

謝をI:|:Iし上げます。べl､ナムでは不幸な子供たちがま

だたくさんいますので、彼らにIﾘjるい将来をもたらし

て唄ける皆様を待っております。ぜひ援助を続けてい

ただきますようお願いいたします。皆様とご家族のご

雌雄とお幸せをお僻り致しております｡」

平成14年llj:122｢Iから121:12 1 1にかけてベトナム南

部のグエンディンチュール);|塊にて67名の子供たちが派

避された隆娠診縦隊により無料手術を受けました。

援助先からこのような手紙がMくと本当に蛾しく思

います。
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囹出席報告

会其 70(65)椚 出

出席率 69.23％

前々ITII {l il l l l (修｣EIII}職率）

囹ゲスト紹介

愛知県11;ll"|#惟進肋 ルj災

席 45名

92.19%
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輪70本年度会長テーマ EXPO開催まであと 703日 本紙はI¥'|紙を使1Wしております



11:火なドラマを特さんに紹介する、愛・地球|#のシ

ンボルパビリオン「グローバル~ハウス｣、あるいは、

ilt界巾の人々と惜椴を交換しあい、皆さんに地球の

人交流ll*代を実体感していただくコミュニケーショ

ン広場「愛・地球広場」など、 きっと艀さんに弊ん

でいただけるものと思います。

海外からの参加表|ﾘlも符実に卿えており、ただ今

の所、 84の厩|、 711;1隙機関にのぼっています。これ

は1970年人阪万博開催時の76"I I;1 ， 4つのllill僚機IAI

という激字をすでに|zIIIIるものですが、今後も参加

IfIはさらに噸えていくことと思います。

会場へは、名rli膣駅から会場雌寄りの愛知蝋状鉄

道八#'駅まで111I通ﾀI仲が連'l顔されますし、 また、 こ

の八I#ip(駅と会場（背少年公I刺地区）間、そして地|く

鉄藤が丘駅と会場|H1には、咽磁石のﾉJによってレー

ルの_上を浮|北て走るリニアモーターカーが巡行さ

れることとなっており、会場への交通アクセスその

ものも大変魅ﾉJ的なものとなります。 IIiでお越しの

皆様方には、会場からやや離れた場所に設|趾された

駐lli場に車をとめ、そこからシャトルバスをご利川

いただく 「ハークアンドライド方式」により、渋淵

に遡うことなく快適に会場までお越しいただけるよ

う配慮もしています。

開幕1年半前となる今年の9月251 1には、いよい

よ前売り券（大人37001'l， 'l 1人2000II1、小人1200111、

シルバー30001'l) も発売されます。会場で袴さんに

お会いできる1-lを、愛・地球陣のマスコットキャラ

クター「モリゾー」 「キッコロ」とともに、楽しみに

お待ちしています。

囹講演

“愛・地球博の魅力”

愛知県I玉l隙博推進同吋艮 IIIII!

（紹介

‘|亘之氏

三村君）

2005年日本国隙博覧会（愛・地球博）は、 2005年

3月251-1から9月25日までの185I1間、 「自然の叡籾」

のテーマのもと、 i1t界巾から知恵を寄せ合って.考え、

環境問題をはじめ21 11t紀の人頽が直血する地球規模

の課題の克服に向けて、解決の糸1 1を発見．発信し

ていこうとするものです。

現在、会場の建設画噂が着々と進められており、

秋には、自然への負荷を極力減らす工犬をした結果

設置されることとなったグローバル．ループと呼ば

れる空中I且'廊も姿を現してきます。

本年早々、愛知県パビリオンや政府パビリオン、

いくつかの民間パビリオンの絵姿が紹介されました。

また、開幕2年前となった先月の末には、博覧会協

会によって、楽しい企画事業や催獅の蕪本I;l･IIIiiが発

表されたところです。例えば、 2005インチ(10mX

50m)の大型スクリーンをはじめとする世界肢先端

の技術を駆使し、宇宙の誕生から今I1の地球までの
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；二村 聰 浅井誠寿 水野 賀續・成田 良治；
； 愛知県同際博推進局長､山｢|'‘恒 宮尾さん有雛うございました。 西野 英樹・大口 弘和；
＃之様をお迎えして。 お茶の1両1数が塒えました。 佐野 寛・笹野 義春；
； 本日御講演、宜しくお願い致し 映え合へり織部にとれる桜餅 鈴木 理之・竹内 眞三＃
；ます。 ／在田 忠之・林 哲央 舎人経昭・和田 正敏ｷ
ｼ萩原喜代子 ／池田 隆・池森 由幸 山田 壽勝・山本英次タ
タ 予定通り7日にオーストラリア 伊藤三津子．伊豫田博明 吉田 節美．吉田 玄＃
でから帰りました。 ／
／ 加藤重雄・加藤 大豊 IIIII!様をお迎えして。 ／
〉 又、宜しくお願い致します。 ／

河村政孝・菊池 昭元 ′；秋山茂則 ＞

ヌ 今Hはヘリコプターの、だそう 小杉 啓彰・小山 雅弘 ／
｜:~;昔‘計噌引；′です。ご存知でしたか？イラク戦 小坂井盛朗・黒須アイ子
| {13.000III I I

;争で活躍しています。 松居 敬二・松永 正史 ′
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,－－÷----‐事業所変更のお知らせ‐-------1

1会興 加藤砿雄荊

’ 1$業所 社会剛{|:法人商針禰祉会

1役職 蝿jf
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囮次回例会（5月6日） 地区協議会報併
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