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そうだこれだけ多額になるということは、それだ

けの淵甥があるということでIItのII!のためになるの

なら墹悦について文句をつける気はない。なにしろ

1脚仰尚は小さくなっているこの噸だからね。

他の分l!Yと述い、垪税1叉対の街弧デモをすること

も無くて!抑悦側としてはこんな航楽なことはないだ

ろう

今のl l本たばこ産業に変わる前の1,1j,ﾉﾋ公社時代、

徴税鋪・とボスターに映画スターをかっこいい喫煙

ポーズで綬賜させ「たばこは動くアクセサリー」と

いったキ･1 'ソチフレーズでI喫仰櫛のjWl1lに糒を出し

ていた噸を思うとえらい速いだ。

今までに税金をいくら納めたか,il･":したら2501 lの

"/,0[の税金は1501'l、 1 1. l 3箱として4501IIの納税、

10f1.で657"l 11になるんだよ』とぽや女(のあらましは

こんなところでした、

I I本経済は依然混迷を統けており脱の減収が避け

られない現状からIEIも地力口治休もilli戦の為あれこ

れfを1.1. .〕てきます。

リ〔ﾙ(#|;のホテル脱、 ゞ砿ﾘ,1のl)臘紫)ﾂ“を物税などの

新税、 ,i'l沸税ilillを変えることによるj仰,悦呼々･保|晩

1!l.政が破綻､ll)iiのﾉ〈ピンチということで辿帝負担額

の人llllルアソプ‘

「どこからも倣迎されないが|災旅改i'i'iは進めない

といけない」闘.州の決意で狩々と典体化されている

ようです‘ 企堆の場合は、 11ｲ･政がピンチになったか

らと! i.-)て、 般の人に税金をかけるわけにはいき

ませんウ:て1111:すには支出を減らすか収入を贈やす

しかない" l 'ilのj珊介、 まさか商,ﾉﾋをやって稼ぐこと

もできず、脱であげるか支,'ll減を,ilるよりないわけ

で、 l lil 、 ’'1流体がとろうとしている施策もやむを得

ないかも知れません巷では不況の肌が吹き荒れリ

ス|､ラも符Iﾘiでi｣患われておりますハーI､労働帝も

1千〃人を超え、 その7剖を女'性がlliめているそう

です

ル〔ﾙ《でII#|ﾊl給の雌低麓金は昨年より51 II高い7081 11

になったがﾉ|:i,W'iを稼ぐには大変です．それに比べ

政府の併繩'綿瀧会常勤委興の時|H1給がI茄給であるこ

とが|ﾊl勉になっています。まずこれらを引き締め支

出減を!;|･=ﾌた｜もで納得ずくの垪税|兇旅濁ア､ソプとし

て噸きたいと思いますが如何でしょうか．

蕪……澤森…鴬‘， きようの例会侭…………竜
;第926回平成13年11月27日(火） ビミ
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会貝 72(6(i)% ,111 l'if 51i',

,illlﾊﾘ率 77.27%

前々|!!l l l ll6I I (修ll;II II職率) {)().1)2%
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佐久間幹事報告

1 .次II'1例会終l"後、 j:I I! 'l；役幽会を|ﾙl雌致しますの

でjﾘ'1蛎役此の〃はお残り’くさい。

2． ロータリー遡川l11腸、呪〈fl ドルl251 !lが121 1 1

1 1より1201 !lとなりま-ﾘｰのでお知らせ致します

3ノ<谷禽より桜花'､j::|*|断校合11農剛の定ﾘﾘ|淡捲会の

W{緋券を噸きましたのでお'1'I}りにお持ち卜さい‐

へ

二村親睦活動委員長よりお礼

イr末家族公にはお'|'tしい時期にもかかわらずl :16fi

のご出I〃;をI11く ），定です‐ ヤザ様のご皮&|,'iに感,洲いた

します。

笹野会長挨拶

みなさんこんにちは！

木| ｜は2橘のビジターの〃をお迎えしております．

どうぞごゆっくり、お'亜ろぎfさい．

さて私の身|ﾉ1に仰''I1I:をI Iに3箱もI吸うヘビースモー

カーがいます。先| ｜ 、久し振りに逢い、 こんな,活を|Al

かされました。 『｢l'|民・公|ﾘl_など!j.党が米ｲI:･度か

ら煙草の税をウ|き’･げる〃向で検討していて1本､'i

たり1円の恥悦でf『.|＃'約3千億| 11の税収が兇込める
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に世界は今、 ｜司時不況でロータリー財団は資金不足

が生じているが、色々やりくりをして雌全な財務状

況の維持に頑張っている、第二に今こそ自分達のク

ラブの強化と発展向上に努めて欲しい、 そして人類

の奉仕に取り組んでほしいという事でした。

又、神田愛知県知事と永島碧南市長に文化振興資

金として愛知県に300万円、碧南市に200万円の目録

が贈呈され、両氏から祝辞をいただき各方面からの

祝電が披露され午liiの部が終了しました｡

圏鷺谷龍男君

大会初日に参加し、 ノエル・フライヤーRI会長代

蝿から会長メッセージ並びに現況報告がなされ、経

済低迷に依る財政面での影稗や会員減少の問題など

危機感を意識させるに|･分な内容でしたが、私たち

が奉itの機会を求め支援を要する人々にこれまで通

り援助し続ける為には、活戴あるクラブがあり多く

のクラブ多くの会員がロータリーの仕事に参加しよ

うと云う気持ちが/fnl欠であり、世界中のロータリ

アンがつになってこれまで以上に人類の奉仕に取

り細んでいくことを期待しております、 と述べられ

ました。

又、 ロータリーミーティングとしてハストガバナー

の佐藤千尋氏の「一隅を照らす」を拝聴しました。

本来の「一隅」の意味は「片すみ」ですが、 ここ

では大変哲学的で含蓄のある表現でした。内容は

｢有益な事業とは」 「価仙ある{| :事とは」自分と相手

も幸せになった4f業のことを（い、抽象的な表現で

はあるが最近「もの」から 「心」が無くなっている、

つまり心がスッポリと抜けていて、 ロータリー的に

ゑうと慈善事業に傾斜し過ぎているとおっしゃって

いました。

人間の出発点は何かと云うと精神的な行動が腺点

であるといい、 それが無いといっております。人間

の存在は大地が人間に屈するのではなく、人間が大

地に属するのである。泰ilとは欲望の制御であると

式う。

またロータリアンは約束を守りウソをつかず、 自分

の職業を大事にし奉仕こそが務めであるとおっしゃっ

ていました。競後に京都縦定苦に集約された自然環

境をどうやって確保するのか、極の保存は何が ．群

大些料か、 それは「環境」である。 21世紀はこれを於

て他にない、その精神榊造は「待て」の精神である．

と締めくくられました。

圏森岡文明君

大会2日目に参加し長谷川慶太郎氏の「21世紀の

世界と日本」を拝聴しました。内容を要約しますと、

◎20世紀は戦争の時代-21世紀は平和の時代

◎21泄紀は戦争のないデフレの時代

買い手宿利一買い手天国・売り手地獄

◎経済基調はインフレからデフレへの変化の対応

◎80年代H本は世界の工場‐今は中'五|が世界の工場

・賃金問題＝潜在労働力の多さから賃金上昇さ

せずに経済成長が｜･分nI能である。 日本はイン

フレで成膣してきたが、中国はデフレに入って

成長しようとしている。

◎対応策→過去の常識が21世紀では非常識となる。

・小泉首相は世界経済の本流であるデフレを持

ち込みインフレ時代の制度を変えていくく，

1月解散、総選挙で徹岻実行。

◎企業の経営街に変化を求めたいヰデブレ下の企

業競争激化。

◎地方経済の生きのびる道

・研究開発に令ての唾業が力を注ぐ、 [1本の資

産は環境保全技術に優れているところ。円高

になってもH本経済はダメにならない。製造

技術は日本が無ければ動かない。 日本の生き

る道はデフレ鯉準を定着させる事。

◎商店街では

・他では買えないものを、サービスのI'{を良く

していくこと．

◎変化をおもしろいと思わねばならない。人間の

頭脳はおもしろいと思えば頭に入る。

◎選択の範囲が1ゑいのがデフレの時代

何をしようが選ぼうが自由である。絲営者と

して新しいことに興1床と関心を持つ蝋。

◎経営者が変化をおもしろいと思わなくなると精

神活動が停滞し唯産活動が生まれなくなる。

最後に今回初めて参加してホストクラブの皆さん

のご尽力に感謝すると共に、 ‐人 ・人がホストの

気持ちを持って今後も活動や大会に臨んでいくこ

とが大切だと感じました。

へ

へ

圏加藤重雄君

地|X大会の2Ruは臨海体育館アリーナで、新

世紀の命題「モノからココロへ」 と題し行なわれ

ました。

RI会民代理として蛙|'1よりお越しのノエル・ フラ

イヤーご夫妻の入場、 そして太田ガバナーによる開

会の点鐘、英国国家、君が代、 ロータリーソング

("il:の理想）斉唱、物故会員に黙祷の後、実行委興

踵の開会挨拶、つづいてガバナーよりRI会長代理ご

火其や来賓、特別出席者、 1111席クラブ等の紹介があ

りました。

この後、碧南RC会長の歓迎の言葉、 ガバナーの按

拶に続き、RI会長代瑚による会長のメッセージ帷び

に現況報告がありました。中昧を要約しますと第 一
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－ゴルフ会長杯取り切り戦優勝祝賀会一

於：松楓閣11/13(火）
～チャリティーラン2007参加報告一、

新世代委員長三好 親

11月lOl1出名城公|点|で開催されたチャリティー

ランも8回目を迎え、 クラブとしては昨年に引

き続き21nluの出場となりました。

当F1は爽やかな秋晴れで、絶好のマラソンu

和となりました。去年より参加チームは減りま
したが、将来大きな大会になり ‘､きしめん”“味

噌煮込み”に､ifぶ名物行輔になると素晴らしい

と思います。36チーム中、 30位ではありました

が、会長始め皆さんの応援のお陰で一一人も怪我

する南なく無調に、 しかも全員が一周1,500mを

10分以内で完走することが出来ました。ありが
とうございました。来年も走りたい1 1

鍵輕
鎚灘

難

y i l
~言錬,､－－通

-一心弾

露一

卿

全

9月201 1ベルグラビアカントリー倶楽部で開

催された前年度会長杯取切り戦は、林君が優勝

しI造関前会長より記念の品が贈られました。

麻雀会成績､･･･…~･~､…､．…､｡……･；
於:松楓閣 11/15(木> ;

NAME MARK

成田良治 +66,000

水野賀續 +56,000

加藤重雄 +12,000

森 幸一 △50,000

（参加者8名） 1
.....､._．．．、……、-.,..,,..,...,..．‘..､,._｡｣.‘・…...、､後､､…罰

歩宅一ら~･~■●･~、吋輯も凸 早､

へ

RANK

優勝

2位

3位

BBソを作り、背中には世界､Izfllの願い
をメッセージにチームワークの良さ

今年も揃いのTシャ

を込めて"Peace

、をアピール ノ ●

～も、竜 ■画 阜時■やQ÷､今､ 寺

》歌の会コンサート報告・‘＝塞逗＝壱＝画｡＝軍｡己､‘謹雲=･‘＝言壱・‘直色色唾｡罰…奮三垂三色趣

と出演者がスポットライトを浴びて歌いました。第

1部は旅'IMi,i、第2部は愛の調べをテーマに、それ

ぞれ凝らした衣装と想いを込めて絶唱です。水野初

代会長の奥様もシャンソンで挑戦、最後は鷺谷さん

の「川の流れのように」で幕。スーパーチャージャー

ズの演挺と鈴木さんの閉演あいさつに続き、ビンゴ大

会は、会艮賞、 IIil1会長賞、成田さん等の寄贈品を目

脂しますが結果、会長賞のカラーTVを引き当てた

のは、松魁兀会長の奥様でした。

観客総数120名1盛会裏に閉会いたしました。

動員戴いた皆様、協賛戴きました方々、そして最

後の片づけまで手伝っていただいた鷺村親睦活動委

員長、バンドとスタッフの皆様、本当に有難うござ

いました。そして湫乎の皆様、お疲れ様でした。

（文責：山本萸次君）

緑
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加藤大磯さんの「スーパーチャージャーズのバッ

クで、発表会をやりたい」との話がきっかけでプロ

の伴奏者を紹介し、バンド演奏とお手伝いならと引

き受けた歌の会の発表会が平成13年11月611 、賑々

しくスター|､しました。会場は今池ガスホール1

歌下の皆さんは伴捲群の経憐する「スナックTAN

POPO」で幾度かのリハーサルと特訓を砿ね、満

を持しての出演です。

､WI｣17時、 8階ガス燈での食事には、ぞくぞくと

観客の皆さんが詰め抄|､け、緊張のなかにも縦やいだ

雰州気が漂います。

いよいよ18時、萩原さんの司会により、鷺谷湫の

会幹,l｛の開淡の挨拶で始まり、先鋒は副会長の小坂

ﾉ|:さん、白いタキシードが光ります。それから次々

－3－



卜へ'､ﾍﾍﾍｰ､へ'､'､へ~､~、~＞
／

昭元・小林 明《
啓彰・小山 雅弘；
アイ子・牧野登志子？
敬二・松永 正史；
親・水谷 祥督＃

幸一・成田 良治；
和雄・鶯谷 龍男＃
寛・笹野 義春；

正男・鈴木 理之〈
経昭・魚津 常義；
壽勝・山本英次；
節美 ＞

#lが美しく紅蕊しています。 ；
餅嗣 ＞
氾念l]祝い。 ／＞

Ⅱ､~合計 i ;
ZMOoI I1 ;

／

／

敏郎・藤田千津子；
聰・萩原喜代子＞

隆・池森 由幸；
正則・伊藤三津子〉

昭元・小山 雅弘；
峯一・黒須アイ子#
登志子・松永 正史；
紘司・水野 賀續？
祥督・森 幸一；
豊長・西野英樹＃
和雄・鶯谷 龍男；
易良治・鈴木正男＃
理之・田部井良和；
眞三・谷口 優く
経昭・魚津 常義；
正敏・山田 壽勝；
節美・吉田 玄《

食、チャリティーランご苫；
した。 ／

MW| ;
／

、’､′、ク、’、ク、‘、〃、〃、〃、”、夕、ク、，､〃､，、〃、〆

ザ、’、〃、〃、夕、夕、〃、夕、〃、夕、夕、グ､〆、'､〃、〃、’、
／

／

＃ 〔11/20分〕 尾関武弘 菊池 昭元・小林
；佐久間良治 ゴルフ祝f'蛾に遅刻してしまい 小杉 啓彰・小山
； 長女が嫁にいき涙ばかりでした ました。ごめんなさい。 黒須アイ子・牧野量
＞がムコが店に勤めてくれてニッコ 水野民也 松居 敬二・松永
メ リです。 楽描会、歌の会写真ありがとう 三好 親・水谷
＞竹内眞三 ございます。 森 幸一・成田
メ 森岡君、地区大会の折はあり 体協20年ありがとう。 大谷 和雄・鶯谷
＞がとう。お蔭で長谷川慶太郎氏 佐久間君、娘さんの結婚おめで 佐野 寛・笹野
；の話をじっくりと聴くことが出 とう。 鈴木 正男・鈴木
＃来ました。 浅井誠寿 舎人 経昭・魚津
；和田正敏 楽捕会おめでとうございました。 山田 壽勝・山本
2 妻が18日にフランスに出掛けま 八手咲く犬地淋しくなりぬなを 吉田 節美
；した。見送りに行って地区大会を 足立 一成・青山 敏郎 街路樹が美しく紅蕊して（
＃ さぼってしまいました。ごめんな 在田 忠之・藤田千津子 石田耕嗣
； さい。 二村 聰・萩原喜代子 結蟠記念l]祝い。

;林12年鰐ﾙﾌ収切り,俄に膿勝し 石黒正則．加藤重雄池田 隆・池森 由幸

照くました。 加藤 大豊・河村政孝
／

〆 一一 ’一一一一÷一一一一・一一一-一・一・・口一一一一 一一一 ’一一一一一一・ '一一 一一一

； 〔11/13分〕 浅井誠寿 青山 敏郎・藤田守
オ澤田淳治 地のまるみ望みl ･ ･11の塔 二村 聰・萩原薑
， 本日より千種ロータリーに入会 卓話の小木先'kをご紹介します。 池田 隆・池森
§致しました。新人ですので'141:しく 林 哲央 石黒 正則・伊藤三
；お願い致します。 米山奨学l l間にはご協ﾉJありが 菊池 昭元・小山
;成田良治 とうございました。 久野 峯一・黒須フ
〉 今H新しく入会します郡lll荷を 松居敬二 牧野登志子・松永

；紹介します。澤田君は建築の総合 丁祁ロータリー歌の会コンサー 宮尾 紘司・水野
> ifil･をする会社の社長ですが、特 トで家内がビンゴケームl等賞で 水谷 祥督・森

；に名古屋地区におけるマンション カラーテレビが､'iたりました。あ 西川 豊長・西野
＃設問|･の大手で当社のマンションの りがとうございました 大谷 和雄・鶯谷
;設副･もお世話になっています 加藤大豊 佐久間良治・鈴木
?水野民也 歌の会のコンサートご声援感謝 鈴木 理之・田部訓
； 丸諄での楽描会(絵) IﾘlRまで します。 竹内 眞三・谷口
＃です。 萩原さん紫lllfらしいIil会ありが 舎人 経昭・魚津
； 敬の会おめでとうございました。 とう。 和田 正敏・山田
＃小坂井盛雄 スーパーチャージャーズのプロ 吉田 節美・吉田
； 樅野会長が近親のごｲく､|#により ハダシの椚波提に感動しました。 歌の会、チャリティーラ
;本I lご欠席です｡小坂井がMI会長 山本英次 労様でした。

照〉として初の代行を致しますので、 ガスホールでのコンサートあり

；よろしくお願いします。 がとうございました。
ノ
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例会変更のお知らせ－、
峰占I誠山R･ ｣2/6,榊柵例…
称I渥みなとRC l2/7(御ホテルの都合により12/5(水）

名占屋空港RC l2/10(11)年ｲ<家族会の為

名古屋中RC 12/10(月)夫典忘年会の為

名古屋RC l2/ll㈹忘年家族会の為、 17時～

橘占屋名東RC 12/ll㈹年末家族公の為

I)W#ll井RC 12/1 1(州クリスマス家族会-71'1

旅行の為

り&山一城北RC l2/ll㈹年末家族会の為、 12/12(j<)

ウェスティンナゴヤキャッスルにて

18時～
、 ノ

｢-----ローターアクトクラブよりお知らせ‐-‐

○12月第一例会

「1 時 12月4LI (火）点鏡19時

！ 場所 名古躍ガーデンパレス

’ テーマ 知識

I 扣当 企画広報委員会

○12月第二例会(IEI際交流クリスマスパーティー）

， 日時 12月15I I (上）点鐡17時30分

｜ 場所 ホテルプラセオ名古屋
’ テーマ EXPERIENCE

I l1l 当 唾1隙奉||:委其会

可

1

1

1
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囮次回例会（12月4日）

瀧演“ウィリアム・モリスのデザイン思想”

名古屋市立大学人文社会学部教授安川悦子さん（紹介黒須さん）

－，1－
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