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さにいささか緊張気味でお受けしたわけですが、長

いと思った一 ･･年も過ぎてみますと、 まるで昨日のこ

とのようで不思議な感じが致します。

振り返ってみますと、この一年は外務省問題を始

め長期の紫気低迷、政治不信と暗いニュース続きで

ありました。昔はよく歌手1年、総理大臣2年の使

い捨てと言っておりましたけれど、今は歌手1年、

総理大臆1年の使い捨てになっているといいます。

平成元年から''1年間で10人も総理大臣が替わってい

る為、総理が「サミッl､」会議、或いは他の行事の

会談で世界各睡|に代表で出席しても権威も感じられ

ず、どうしても低くみられがちです。住年のイギリ

スの「鉄の女」サッチャー首相のように、長期政権

を持ちH本のリーダーとして、世界のどの国におい

ても存在感を与えるような総理大臣を期待する中、

昨年の41月に小泉総理政権が誕生し圧倒的な人気で

-.時は支持率90%近くも錐得し、国民はきっと何か

してくれると大いに期待した訳ですが、明るいニュー

スはまだ兇えてきません。そんなrl!、ワールドカッ

プが'二1本と1緋|通|で行われ日本は昨日‘附しくもトルコ

に負けましたが、此程まで活I照し好成絨を収めると

は思いませんでした。今の此の暗い世の中でI玉|民に

どれだけ典術と感動を与えたか計りしれません。日

本が戦争･で破れ、物もない貧しい時代にl:I本の飛魚

と言われた水泳の古橋広之進が世界記録を更新し世

界を鯉憾させたことで日本人はどんなに生きる喜び

と詞気と|皇I信を与えられた事でしょう。欺手・並木

路子の「赤いりんご」の歌と共に戦後のH本人の暗

い気持ちを救ってくれたと今でも言われております。

その後、 I~I木人が一丸となって徴々と今日を築いて

きた訳です。私はバブルの最中に当時のアメリカの

ブッシコ.大統領（現・大統領の父）が、大企業の

GM･クライスラー・フォードの各会社の会長を引き

連れて| 1本の企業の成功の秘訣は何であるか勉強の

為に来';|した坐liを今でも忘れることができません。

あのサッチャーも富士通の会社を兇学し、 I]木のコ

ンピューターの素晴らしさに驚嘆、役がイギリスも

20年したら追い越すと言ったニュースを見て'二1本の

技術の素I聯らしさを痛烈に感じさせられました。バ

ブルがはじけて今日まで低迷しておりますが、私は

今のワールドカップが戦後を救った古橋広之進、並

木略子の時代に相通ずるような気がしてなりません。
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圏"それでこそロータリー”

園出席報告

会貝 70(61)名 出 Iﾙリ 43名

川席率 7049％

前々回 6月4日（修正出勝率) 98.41%

囮ビジター数（6/18） 35名

題ゲスト紹介

青少年交換学生 ナフ・バネッサちゃん

米山奨学生 王道海君

囹今年度入会者紹介

松永正史君（8／7） 朧尾淵二君（10/23）

"H:| 淳治君(11/13) 大村恥ll3君(4/2)
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佐久間幹事報告
1 .本|言|は今年度最後の例会で、 25日㈹は休会とな

ります。

|谷口次年度幹事報告
1 .次年度より理事役員会は征月第一例会となりま

すので、 7月2日㈹例会終了後、第一回理事役員

"|)M雌の為、理事役員の方はお残り下さい。

2． ロータリー適用朴1場、現在1 ドル130円が7月1

1二Iより1ドル126円に変更されますのでお知らせ致

します。

| 笹野会長挨拶 ’
皆さん今晩は、

早いもので私の挨拶も、此の夜IIM例会が最終となる

訳であります。

一昨年、会長のお話を頂いた時は、その賞任の垂
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もしも日本が催勝するようなことがあったならば、 佐久間粋!j＃の|〃力を始め、小坂ﾉ|:副会長、加藤クラ

日本は不紫女(から脱出することができると諸外l'ilか ブ奉仕委典長、松届SAA、鈴木会場設営、刑･親睦
ら言われておりました。そういう意味では－．次リー 活動委員長そして理事役員の方々のご協力と皆様の
グを突破し決勝トーナメントまで進出した日本チー ご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。そして、次

ムの監督、選手達は我々に夢と希望を与えてくれた 期大u会長と谷口幹事につつがなく、バトンタッチ

と思います。 できますことは心からの葛びであります。どうか、

今年度は水野ガバナー補佐には大変ご活躍頂き、 地域社会の準||:と、親睦、そして、社会奉仕とIIill"

それに伴い1Mのホストとして利[11実行委員長始めｲi 親善に一脚頗帳って頂きますようお願い申し上げ、

黒君を中心に皆様には多大なご尽力を頂きました。 ご挨拶とさせて頂きます。

そしてこの一年、大過なく今1 Iを迎えられますのも 一年間、本当にありがとうございました。

--…~………－－……………懇親会“…………･……………~…＝
二村親睦活動委員長の歓迎と一年間の感謝のご挨拶にて大谷君よりご紹介を頂き、当クラブのステージは3度'二｜

となる中|玉l琵琶奏者の宗蝉輝さんを迎え、スタートしました。
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親睦に力を入れ、華やかに年度を彩られ東名古屋分区のクラブにご訪問頂いた

X永蛎辮難繊画年職＃ン鷲繍禰綜疑問窯鵲繍ぁ零群彌膳霧らい感
バナー補佐幹事に、会長より花束贈呈。 中。ご本人も大好きな“イ族舞曲”や次回

高円宮親王の前で演奏する難度の高い‘‘ト

ルコ行進曲”他、計4曲演奏。

水野(民)君の乾杯発声の後は、ビュッフェ形式でお食ii1を煩き、宗さんも交えて楽しい一ll＃となりました。
小坂井副会長の挨拶にて笹野年皮の例会は閉会となりました。
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昭元・小林 明ゼ
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啓彰・小山 雅弘＞

正史・三輪 康；
紘司・水谷 祥督＃

／

幸一・森岡 文明〉

豊長・大口 弘和；
寛・澤田 淳治2

／

優・舎人 経昭《
正敏・山田 壽勝；

眞輔・吉田 節美；
玄 ／

とう雌終例会となりました。 ；
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#笹野義春
／

〉 一年間お世話になりまし

； 次年度の大口会長には是
ゼ張って頂きたいと思います
／

2佐久間良治
； 長い長い一年、皆様のi

；ありがとうございました。
《小坂井盛雄
； 副会長のお役同もようや
｛過ぎようとしています。
ノ

ミ 有難うございました。
；水野賀續
＞ へ戸 古へ前,-上､､1.1:-1（＆嘘.曇孟1

′笹野義春 鈴木理之 菊池 昭元・小林 明
／

〉 一年間お世話になりました。 ≧年間、会場設営にご協力あり 小杉 啓彰・小山 雅弘

； 次年度の大口会長には是非、砿 がとうございました。 松永 正史・三輪 康
ゼ張って頂きたいと思います。 二村 聰 宮尾 紘司・水谷 祥督
／

#佐久間良治 一年間、親'1篭涌勤委員会にご協 森 幸一・森岡 文明
； 長い長い一年、皆様の御協力、 力ありがとうございました。 西川 豊長・大口 弘和

；ありがとうございました。 加藤重雄 佐野 寛・澤田 淳治
《小坂井盛雄 ニコボックス委員会で一年間お 谷口 優・舎人 経昭
； 副会長のお役日もようやく年 世話になりました。 和田 正敏・山田 壽勝
ゼ過ぎようとしています。 皆様ご協力、 イ1-難うございま 山本眞輔・吉田 節美
ノ

＃ 有難うございました。 した‘， 吉田 玄
；水野賀續 大谷和雄 とうとう雌終例会となりました。
〈 会長・幹覗お疲れ様でした。 宗蝉蝉さんをお迎えして 筏野会長、佐久間幹事お疲れ様
／

ノ ガバナーh|i佐として‐年間御支 鈴木正男 でした。

；援1頁き､ありがとうございました。 名占屋税理|会定期総会出席の

;松居敬二 為誠に残念'ﾄら、欠席させてIri
2 悩野会及、佐久|ﾊ|幹事、理』lﾄ役 きます。
；員の皆さん、ご蒋労様でした。 藤田千津子・萩原喜代子

に,合計｜
； 又、松棚|#lをいつもご利用唄き 池森 由幸・伊豫田博明 92000111 1
＃ありがとうございます。 樫尾 富二・加藤 大豊
〈
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囮次回例会（7月9日） クラブフォー ラム（松I';20ﾙ'il年実行委員瞳）
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