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|笹野会長挨拶’鈩梨……声…勢きようの例会‘,霊……響…侭笥
＃第924回平成13年11月13日(火） 劇￥
噂涛磐,‘式ｼ琴j命響一陰‘,侭蝉侭響ボッ蝉』侭浮病津‘債ｼ;夢,‘長ｿ鰹,歸蟄《黄ｼ鰹,‘侭’浮病蝉《長’;夢』‘長ｼ曇 先日、職莱安定Ⅲ『liiでl l雁い労働者やホームレス

数-'一人が兇'可:る'1' 、彼らの支援団体が「タリバン攻

礁にかかわる戦鋤をjii!川対･雛に回せ」と典会を|州き

ました。

「|玉|内でホームレスが守られていないのに、政府

は海外で雌此の'1ﾐ命!!1.雌を守ると言っている。おか

しくないか｡」

「以前は野術生活に陥るのは土木作業員に限られ

ていたが、今はリストラや倒産などで、普通の会社

員でもホームレスになってしまう時代だ｡」

通常生活の似ﾘi}を切望しながら、何ともならず続

けている人、 ’'1身の人生側から選択している人、そ

の他の理'二'1と様々ですが社会的な義務を果たす能ﾉJ

と意思を持ち復帰意欲がある人にはそれなりの支援

をしなければなりません。

苦しいll*代をﾉkきぬく一方でオランダでは今年IILI

月世界で初めて安楽ﾀﾋ法が成立、ベルギーでもこの

ほど議会を通過しました。延命措置を施す|:1本とど

ちらが人間の鰍厳を火.'IIにしているのか難しい|ﾊ1通

であります。

へ

講演 “生活創造時代、企業と消費者”

名古屋経済大学教授 小木紀之氏

（紹介浅井君）

f…………鐸’先週の記録。篭…………葡
;第923回平成13年11月6日（火） 晴；
鰐:1,侭"-梨,戸響壼些侭琴侭替《芸ｼ響ポッ響示饗伝ｼf1,‘長’卦,録塑鐸蟄‘声弘1,嗣響忌必

囮"君が代”“我等の生業”

圏出席報告

会貝 71(65)名 111 lif 52名

出職率 80％

前々|可 10r123日（修正出職率) 9848%

園ビジター紹介 l名

圃ゲスト紹介

東山動物|劉教青普及主幹 松111 1"|臣氏

|佐久間幹事報告’へ

l .報告41f項はございませんが、例会をｸ<"ifされま

す場合は.11務局まで御連絡下さいますようお願い

致します。

囮講演 "動物の四方山話”

j(II1助物|側教育鰈及_i群松山 IIMIIIi氏

（紹介水野(民)北I）

'二村親睦活動委員長よりお願い

12)二l l l l l (火）の年末家族会ですが、今lmIは会長向

ら先頭に立たれ、並々ならぬ‘|背熱と決迩で|臨まれて

います。ジュディー・オングのショーも素lli'iらしい

ものになるようです。是非、沢山の方のご出職を心

からお願い致します。

’鷺谷歌の会幹事よりお願い

*1 1611寺より、今池ガスホールにて散の会の発表

会が|州催されます。この日の為に梼さん、生懸命紳

謝を砿ねて参りましたので、応援よろしくお願い致

します。

生物の生きている|]的は|~子孫を残すこと」に尽

きます。 ノk命の′k命たる所以は命を繋げることにあ

-1-

繊心・変身p謹進黍年度会長テーマ 求綴I潔瀦認喝憩樋嚇しておりま う~。



り、繁殖して自分の命を次世代に繋ぐべく全力を尽く

しています。それが結果として繩類としての存続、生

態系を保全することとなっています。

生態系とは地理的環境条件下で、そこに生存するあ

らゆる生物が、その地理的要件を展大限に活用して互

いに与.え合い・補完し合いながら生きていて（共生し

ている）安定して過不足のない状態です。

しかし地理的環境条件の変化や生物の進化などによ

り生態系は粥に変化するものでもあります。動物(唯

物)は変化する生態系に対して多様性で対応してきま

した。種の多様性・個性の多様性により生態系はより

複雑化しながら維持されてきたのです。

多様性に南む現在生存するあらゆる命は、生物発ﾉt

以来営々と引き継がれてきた掛け替えのない命で、 こ

の地球を構成する生態系の大切な－．貝なのです。

ります。いわば親から子へ子から係へ、命を伝えてい

くことです。如何に命を繋ぐか、 そのために各生物は

全知全能を傾けています。

その全知全能は“進化”の中に発押されています。

一つの細胞から始まった生命体は、 より有利に命を繋

げるために変化＝進化していきました。現在いる生物

はその成果と言えます。動物たちにとっても当然|可じ

で、現在生存する動物たちは惟命の発生以来培ってき

た“命を繋ぐための英知の塊”と言えます。

命を繋ぐために必要な要素は繁殖だけではなく各々

の個体を維持するための採食(補色）と傷病や天敵か

ら身を守ることが前提要素となります。動物はあらゆ

る方法を駆使して餌を確保したり外敵から身を守り伴

侶を確保し子孫を残そうとしています。

動物たちは梛類としてではなく佃々として生存をlxl
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一成・在田 忠之；
聰・萩原喜代子；

／

隆・池森 由幸ゼ
健文・伊藤三津子；

日博明・神崎 住惠；
政孝・久野 峯一ゼ

ワイ子・牧野登志子；
敬二・松永 正史；
康・宮尾 紘司；

民也・森 幸一；
良治・鷺谷 龍男；

ヨ良治・佐野 寛；
義春・鈴木 正男ゼ

ノ

理之・竹内 眞三＞

正敏．山田 涛勝；
節美・吉田 玄〈

〆

ガバナー袖佐、 10クラブご＞
＞

麓れ様でした。 ＞

｜ 合計 ｜ ；
| 93,000円 l

〈
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93,000円

〈

；水野賀績 山本英次 足立 一成・在田 忠乏

< 10クラブ訪問を終えホッとして 歌の会コンサートお待ちしてい 二村 聰・萩原喜代子
ノ

ゼおります。 ます。 スーパーチャージャーズ 池田 隆・池森 由芽

；浅井誠寿 小坂井盛雄 伊藤 健文・伊藤三津子
； 秋の木曽路の寸景です。 本日歌の会コンサートに出席さ 伊豫田博明・神崎 住罵
＃ 見覚えの柿のたわわや せて頂きます。準備等に皆様ご苦 河村 政孝・久野 峯一
／

〉 木地師棲む 労様です｡よろしくお願いします。 黒須アイ子・牧野登志子

；舎人経昭 山本眞輔 松居 敬二・松永 正良

； 小坂井さん先日はありがとうご ホームクラブ御無沙汰しました。 三輪 康・宮尾 紘冒
2ざいました。 昨日5日上野の「日展」に行幸 水野 民也・森 幸一

； 今日は例会後、今池ガスホール 啓あり、私の作品も両陛下に見て 成田 良治・鷺谷 龍皇
；で歌の会の発表会です。楽しく歌 いただきました。 佐久間良治・佐野 間

:いましょう．会員の皆様も多くの 冑山敏郎 笹野 義春・鈴木 正蕊
Iご参加をよろしくお願い致します。 夫人誕生日祝い。 鈴木 理之・竹内 眞三
；加藤大豊 魚津常義 和田 正敏・山田 涛關
； 歌の会ご声援よろしく 結婚記念日祝い． 吉田 節美・吉田 玄
＃小林 明 大谷和雄 水野ガバナー袖佐、 10クラブこ

； 本日の歌の会で前半のトリで クラブをすっかりご無沙汰いた 訪問お疲れ様でした。
:歌います≦応媛を宜しくお願い しました二 ｜ 合計
〈します。 結婚記念H祝い。 | 93,000円
〈
／
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例会変更のお知らせ 、／

名古屋東南RC ll/14(軸地区大会の為

名古屋和合RC ll/l&!(水)名古屋名城RAC合同例

会の為、 18時30分～

名古屋南RC ll/21(水lユッタリ（夜間)例会の

為

名古屋和合RC ll/21(水)地区入会全員登録の為

名古屋大須RC ll/22(木)地区大会全員登録の為

名古屋空港RC ll/26(月)夜間例会の為

豊山一城北RC ll/27(火)夜間例会の為

名古屋守山RC ll/28(水曜親例会の為、 ラ・メ

ゾンブランシ1覚王山店にて

名古屋瑞穂RC ll/29(Jk)職場例会の為
、 ／

休会のお知らせ

定款第4条第1節によりサイン受付は致しません

11月19H(月） 名古屋栄RC

ll月21H(水） 名古屋名駅RC

ll月22日(㈹ 名古屋瑞穂RC

ll月28日(水） 名古屋南RC

圏10月度理事役員会議題（10／30）

1 .新入会員惟補者承認の件

2．国際人会（バルセロナ）の件

3．指名委典会報告の件

圏次回例会（11月20日）

クラブフォーラム （地区大会報告）

－ワー
ー


